
令和4年12月1日現在

工　　事　　店　　名 所　　在　　地 電 話 番 号

(有)アイ企画 栃木県小山市南和泉1307-7 0285-28-3991

（株）アイダ設計 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目286番地 048-726-8613

アイファースト（株） 栃木県宇都宮市野沢町366番地4 0286-78-3700

（有）青木工業 結城市上成397－2 0296-45-7030

（株）アカオギ 下妻市若柳丙327-1 0296-44-2053

（株）アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀８番８号　第1ウエノヤビル6F 082-502-6644

アサヒ住建（株） 埼玉県上尾市大字平塚2558番地4 048-773-8513

(株)荒川設備 埼玉県川口市大字峯810番地12 048‐297‐8999

飯倉さく泉 坂東市生子新田116 0280-88-0486

（株）飯島興産 猿島郡五霞町小福田1235-25 0280-84-0023

飯島電機（株） 結城市大字結城8635-30 0296-32-5522

（株）イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3　ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 06-7739-2525

（株）イーライフグループ 東京都渋谷区南平台町15-15南平台今井ビル9階 03-6455-3990

飯村水道 坂東市山1316 0280-88-1545

伊澤建設（有） 栃木県河内郡上三川町大字上三川3187 0285-56-6265

（株）イシダ 龍ケ崎市城ノ内3-7-8 0297-64-7839

泉空調（株） 埼玉県蓮田市井沼675番地19 048-767-1900

（株）伊藤住設 千葉県柏市豊四季1008番地2 04-7142-7091

（有）稲毛田総合設備 猿島郡境町長井戸1631-3 0280-87-1302

（株）いなば住設 結城市大字小田林523番地1 0296-32-2497

（有）猪瀬設備工業 下妻市今泉738-1 0296-44-2687

（株）茨大 坂東市生子1846 0280-88-0128

（有）茨大工業 坂東市上出島109-1 0297-34-3800

入江水道工業(株） 埼玉県久喜市本町三丁目18番23号 0480‐21-0867

（株）岩瀬双葉 桜川市中泉332番地の1 0296-76-1561

（株）ウエキ設備 結城市大字結城9081番地の5 0296-32-4265

（有）上原さく泉工業 栃木県下都賀郡野木町潤島20-96 0280-55-0207

（株）ウォータープラニング 結城市大字結城429番地 0296-32-2515

（株）栄大土木 埼玉県深谷市下手計147 048-587-2131

（有）エスティーホーム 筑西市上星谷52番地 090-3405-2968

（株）N・K企画　茨城営業所 守谷市けやき平二丁目21番地13 048-916-0161

（株）大垣設備 栃木県佐野市岩崎町765-1 0283-61-0225

大倉商事（株） 坂東市沓掛4083番地1 0297-30-3801

（有）大塚屋 結城市結城563番地 0296-33-4126

大橋設備工事 栃木県佐野市高萩町1056番地272 0283-23-9648

（有）大前設備 栃木県栃木市藤岡町大前39番地1 0282-62-3173

（有）岡村設備 栃木県下都賀郡野木町丸林615-3 0280-57-3377

（株）加藤商事 埼玉県さいたま市西区内野本郷297番地4 048-624-5335

（株）神寛 群馬県館林市松原2丁目6番26号 0276-74-2722

（有）亀屋 坂東市沓掛3879-2 0297-44-2056

（株）川田組 栃木県鹿沼市茂呂2539番地5 0289-76-1310

（株）川田住設 栃木県下都賀郡野木町大字川田585番地 0280‐56‐2284

指定給水装置工事事業者　市外
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（株）カワムラ 猿島郡境町59番地 0280-87-0143

（株）菊地設備工業 栃木県宇都宮市下平出町161-1 028-666-5469

吉備工業（株） 埼玉県久喜市栗橋東4丁目7番22号 0480-52-0777

（株）木村設備　 埼玉県南埼玉郡宮代町本田４－１０－３２ 0480-32-7788

（株）享和 埼玉県白岡市下野田809 0480-92-2345

（有）グットライフ 栃木県小山市平和236-1 0285-45-8087

（株）熊谷設備工業 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字宮前137番地56 0480-38-0043

（株）クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2番地１ 045-473-8181

（有）倉持工業 猿島郡境町1067 0280-87-0664

（有）倉本設備 結城市結城8699-6 0296-32-4692

（有）栗崎建設 下妻市下妻丁204 0296-44-2596

（有）黒江設備 守谷市松ヶ丘5-32-19 029-839-5551

Ｋ設備 埼玉県比企郡吉見町大字長谷722番地20 0493-54-6362

建装工業（株） 東京都港区西新橋3－11－1 03-3433-0506

小口設備工業（株） 下妻市今泉130-1 0296-44-3390

（株）こころ建築設計 筑西市藤ヶ谷2187番地 0296-37-4585

（有）小島水道工業 埼玉県加須市北篠崎212 0480-68-5743

（株）小林鑿泉工業所 栃木県下都賀郡野木町丸林383-10 0280-55-0836

コミネ設備工業 埼玉県加須市旗井１２４－２　プレミール２０３ 0480-31-6499

（有）サークル設備 龍ヶ崎市松葉1-11-3 0297-62-3870

早乙女設備工業所 下妻市下妻丙75 0296-44-5079

栄設備工業 常総市本石下2026 0297-42-4054

（株）佐久間設備 ひたちなか市柳沢469－3 0292-19-9972

（資）櫻井電気商会 猿島郡境町536-2 0280-87-0332

佐トウ設備 結城市大字結城9809番地22 非　公　表

（株）サルカン 栃木県栃木市大平町榎本919-1 0282-43-6191

（株）サンクリエート 埼玉県久喜市吉羽3丁目7番地３ 0480-23-0800

（株）シー・アール・エス 栃木県足利市葉鹿町147-2 0284-62-5551

（有）鹿久保設備 境町蛇池531－19 0280-87-3357

（有）篠塚工業所 猿島郡境町塚崎2585 0280-87-1219

（有）篠原土建工業 栃木県小山市大字三拝川岸233番地 0285-24-2586

島工務店 栃木県下都賀郡野木町丸林228番地2 080-1184-2415

島田工業（株） 坂東市菅谷2130-1 0280-88-7572

城南安全設備（株） 結城市北南茂呂920 0296-35-1244

（株）シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町2‐4‐3 06-6944-7797

真栄設備（株） 筑西市辻2232-2 0296-37-7884

（有）新和工業 かすみがうら市下稲吉3972 0298-32-0560

（株）新和コーポレーション 筑西市折本333-24 0296-24-5673

水研工業（株） 石岡市東光台二丁目2番3号 0299-26-3000

（有）水工設備 栃木県小山市犬塚七丁目20番地1 0285-27-3922

（株）スイドウサービス 大阪府大阪市城東区野江4-1-8-402 06-6991-6767

鈴雄設備 栃木県下都賀郡野木町川田606-1 0280-56-2286
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（株）鈴木設備 下妻市尻手206 0296-30-1556

水道設備工事　スズショウ 栃木県小山市西城南7丁目13番地22号 0285-27-3546

（株）スズテック 栃木県小山市南半田492-7 0285-24-1048

（株）スタイルデザイン 坂東市逆井3914 0280-88-0636

（有）ストー設備工業 結城市大字武井1282番地の1 0296-35-2525

（有）諏訪設備工業 栃木県下都賀郡野木町南赤塚900-3 0280-56-1322

（株）生活水道センター 東京都大田区池上八丁目5番2号 03-6746-1818

セキ工業（株） 水戸市金谷町292－1 029-253-3469

積和建設埼玉栃木（株） 栃木県小山市東間々田三丁目21番22 0285-45-1081

（株）セバタ 筑西市横塚1371－4 0296-47-3412

（株）セブン 筑西市羽方931 0296-21-0006

（株）総和プラント 東京都文京区小日向4-5-16　ﾂｲﾝﾋﾙｽﾞ茗荷谷3階 03-3942-2281

（株）大幸工業 結城市大字結城13711番地 0296-33-5389

（有）太陽ガス 栃木県下都賀郡野木町野渡259-6 0280-55-1248

大洋設備（株） 栃木県小山市島田101-1 0285-37-0896

タイヨー設備（有） 埼玉県春日部市武里中野472-1 048-737-0841

（株）高嶋住設 結城郡八千代町瀬戸井845 0296-49-0569

高嶋設備 結城郡八千代町瀬戸井1304-3 0296-48-0764

滝本設備 結城市結城7014-10 0296-32-7230

（株）拓進工業 栃木県小山市西城南4-31-1 0285-27-3250

（有）タケシ工業 小山市神鳥谷291番地1 0285-23-3592

田中電機産業（株） 加須市旗井249-1 0480-72-6590

（株）田中土木 筑西市藤ヶ谷2187番地 0296-37-3690

（株）たばやし 桜川市真壁町山尾455番地 0296-54-0435

（有）玉坂設備 埼玉県桶川市上日出谷344-11 048-787-6550

（有）為我井設備工業 結城郡八千代町佐野344-2 0296-49-0645

（株）中央設備工業 埼玉県上尾市大字今泉365-12 048-725-3232

（株）長工業 栃木県小山市羽川484番地4 0285-22-4804

（株）テックフィールド つくば市市之台82番地2 0298-39-9575

（株）東野 茨城町大字長岡3523番地37 029-297-4823

（有）豊田鑿泉工業 栃木県小山市黒本299-2 0285-37-0898

（有）長澤設備 埼玉県加須市栄1839 0280-62-1420

（株）中島 つくば市上横場1905番地7 029-836-1791

（有）長島設備 猿島郡五霞町大字冬木249番地 0280-84-0301

（株）中村工業所　五霞営業所 猿島郡五霞町小福田1151-1 0280-84-2777

（株）仲山住設 筑西市舟生277-4 0296-37-4256

仲山設備 結城郡八千代町若1000 0296-48-2011

（株）中山設備機器 栃木県小山市大字中久喜198番地 0285-22-1877

（有）ナマイ 結城市大字田間1454番地5 0296-35-0277

（株）日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市緑台一丁目１９番１１号 0480-43-3601

野木管工設備工事 栃木県下都賀郡野木町丸林421-6 0280-55-2732

野木設備 栃木県下都賀郡野木町野木1954番地 0280-55-0506
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（株）野口組 坂東市逆井1820-60 0280-88-0437

野口設備工業 坂東市逆井1037 0280-88-1003

（株）野村住設工業 下妻市小島490-3 0296-44-3251

（株）パイプマン 水戸市東野町字東割264-1 0286-66-5469

（株）半田電光 栃木県小山市間々田1284番地 0285-45-0150

（株）光設備 北相馬郡利根町立木1091-2 0297-68-5905

（株）ヒタチ設備 栃木県小山市駅東通り2-35-10 0285-25-0882

（株）平田 猿島郡境町百戸235-5 0280-87-8544

（有）広瀬設備 結城郡八千代町瀬戸井271-2 0296-48-1991

（株）広伝 石岡市高浜792番地1 0299-26-3211

（有）ファースト電化 坂東市沓掛1656 0297-44-2054

（株）フクテックス 水戸市笠原町474-2 029-297-5888

（株）フジコー 水戸市浜田1丁目19-13 0292-21-8700

（有）藤沢設備工業 栃木県真岡市高勢町3-115 0285-84-1689

富士商会 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1170-13 0280-56-1400

古沢金物店 結城郡八千代町川尻410-6 0296-48-0575

（株）前沢設備 下妻市下妻丁8番地の3 0296-43-4126

（有）松目設備 栃木県下都賀郡野木町友沼5912-3 0280-56-0036

松山設備 筑西市江974-1 0296-37-1919

（株）丸山設備 埼玉県加須市新川通420－5 0480-77-1051

（株）水戸住宅設備機器センター 水戸市河和田町4010番地 029-252-0807

（株）宮下工業 埼玉県さいたま市西区植田谷本854-3 048-625-5966

（株）ミヤタ 結城市結城9875 0296-33-2242

森設備（株） 埼玉県行田市長野5-16-1 048-556-2300

（株）モロエ設備 茨城県筑西市飯島273－1 0296-28-8785

（株）谷沢設備 結城市小森338 0296-32-0377

（株）ヤナシマ 下妻市下木戸343-1 0296-43-6271

（株）ヤマグチ 埼玉県久喜市佐間290番地2 0480-52-5570

（株）山賢 群馬県館林市千代田町4番地16 0276-75-1615

山さく建工（株） 栃木県小山市大字塚崎1414 0285-27-1071

（有）優輝設備 埼玉県南埼玉郡宮代町本田5－9－20 0480-33-5508

横井電気工業（株） 埼玉県久喜市栗橋中央二丁目19番29号 0480-52-0771

（株）よこはり 坂東市岩井2874-9 0297-35-1316

横山工業（株） 栃木県宇都宮市中久保1丁目10番15号 028-661-0015

（株）渡辺管工 栃木県小山市東間々田2丁目20番47号 0285-45-0326

渡辺設備工業所 栃木県小山市下生井1535 0280-55-1098

（株）ワンロード 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-73-3F 048-797-8925

4 / 4 ページ


