東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名

称

所

在

地

電話番号

千代田区
日管㈱ 東京支店
㈱丹野設備工業所 東京支店
㈱エスティ・オルガナイズ
㈱吉備水道商会
㈱リトム東京営業所
五建工業㈱
三井設備㈱
㈱安田工務店
㈱アクアアールアンドビー
日本設備工業㈱
㈱城口研究所
千代田サービス工業㈱
中央管機工業㈱
鯨屋ビルメンテナンス㈱
橋本産業㈱
㈱大五商会
㈱富士管工
㈱ピアレス
㈱東海水源調査管理事務所
ＭＴＤ Ｊａｐａｎ㈱
三辰工業㈱
㈲山根設備工業
東和設備㈱
㈱ベリーズ・インク
東和工業㈲
日本総合住生活㈱
東京燃料林産㈱
㈱日立産機システム
九段設備
菱栄設備工業㈱ 東京支店
㈱佐藤工業所
㈱プレミアホームアシスト
武蔵野工業㈱
㈱レーベンコミュニティ
㈱新アトモシステム
斉藤管工事㈱
東洋電興㈱
㈱ビーエムサービス
㈱ＪＭ
北立建設工業㈱
日化メンテナンス㈱
アクアメンテナンス㈱
㈱武井工業所
ダイダン㈱
斎久工業㈱
第一工業㈱
髙橋設備サービス㈱

千代田区飯田橋二丁目８番３号
千代田区飯田橋二丁目９番７号東西館ビル４０１号
千代田区飯田橋二丁目１２番１０号
千代田区岩本町二丁目２番７号
千代田区岩本町二丁目１５番１９号岩本町サニービル１階
千代田区内神田一丁目１６番３号
千代田区内神田一丁目１７番５号
千代田区内神田二丁目１２番１２号
千代田区内神田三丁目２１番５号
千代田区大手町一丁目７番２号
千代田区鍛冶町一丁目５番７号
千代田区鍛冶町二丁目５番２号
千代田区神田淡路町一丁目１５番１７号
千代田区神田小川町三丁目２番地 小川町ＫＳビル
千代田区神田紺屋町３４番地
千代田区神田佐久間町三丁目３３番地古田土ビル３Ｆ
千代田区神田佐久間町三丁目３７番３号
千代田区神田佐久間町三丁目３７番地
千代田区神田猿楽町一丁目５番３号
千代田区神田神保町一丁目４６番地１
千代田区神田神保町二丁目１０番地
千代田区神田須田町一丁目３番５号
千代田区神田須田町一丁目２６番 芝信神田ビル４Ｆ
千代田区神田須田町二丁目７番３号
千代田区神田多町二丁目４番１６号
千代田区神田錦町一丁目９番地
千代田区神田錦町三丁目１７番地
千代田区神田練塀町３番地
千代田区九段北一丁目５番５-６０２号
千代田区九段南三丁目７番８号（３階）
千代田区九段南三丁目８番１１号
千代田区麹町二丁目４番地１
千代田区麹町三丁目１番１号
千代田区三番町６番地１４
千代田区三番町３０番８号 第二生光ビル４０１
千代田区外神田二丁目５番３号
千代田区外神田二丁目８番４号
千代田区外神田二丁目９番３号
千代田区二番町７番５号二番町平和ビル５階
千代田区東神田一丁目１１番１４号
千代田区東神田二丁目５番１２号
千代田区平河町二丁目３番１９号
千代田区富士見一丁目８番４号
千代田区富士見二丁目１５番１０号
千代田区丸の内二丁目６番１号丸の内パークビルディング
千代田区丸の内三丁目３番１号 新東京ビル
千代田区丸の内三丁目３番１号 新東京ビル

三機工業㈱
㈱宮川工業所
日本メックス㈱
㈱協和日成
㈲佐藤設計企画
東洋熱工業㈱ 東京本店
五興実業㈱
昭和空調エンジニアリング㈱
㈱豊田設備
㈱ネクストイノベーション
三工水道工事㈱
日本水理㈱ 東京本社
オーク設備工業㈱
三建設備工業㈱ 東京支店
日本環境プラント㈱
日新設備㈱
㈱新和興業
積水アクアシステム㈱

中央区明石町８番１号
中央区入船一丁目６番４号
中央区入船三丁目６番３号
中央区入船三丁目８番５号
中央区勝どき二丁目７番１号
中央区京橋二丁目５番１２号
中央区京橋二丁目６番６号
中央区京橋二丁目１１番６号
中央区銀座三丁目１０番９号
中央区銀座三丁目１３番４号 真光ビル４階－Ｂ
中央区銀座八丁目１０番３号
中央区新川一丁目２番８号
中央区新川一丁目１６番３号
中央区新川一丁目１７番２１号茅場町ファーストビル１０階
中央区新川一丁目２７番８号新川大原ビル
中央区新川二丁目１２番１９号
中央区新富一丁目８番７号
中央区築地四丁目７番５号

03-3262-3305
03-6261-4890
03-3234-5927
03-3866-3424
03-5856-0721
03-3292-3201
03-3295-1801
03-3252-4383
03-3251-0327
03-3279-1731
03-3256-7111
03-3253-5230
03-3253-6977
03-3291-5155
03-3257-7000
03-3866-4348
03-3251-3381
03-3861-0810
03-3291-2826
03-3518-2033
03-3261-8561
03-3251-5211
03-5207-9007
03-3525-8812
03-3251-6233
03-3294-3381
03-3294-3311
03-4345-6000
03-6876-2193
03-6915-6578
03-3265-6611
03-5333-0330
03-5213-5311
03-6880-1990
03-3265-3608
03-3251-1344
03-3257-0963
03-3525-8678
03-5214-7048
03-3864-7500
03-5839-2528
03-3265-2461
03-3263-3744
03-5276-4560
03-3201-0319
03-3211-8511
03-3211-4018

中央区
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03-6367-7150
03-3551-4770
03-5541-5671
03-6328-5600
03-3536-9513
03-5250-4140
03-3561-2731
03-5361-0302
03-6264-1891
0120-441-599
03-3571-3339
03-3523-0611
03-3553-2911
03-6280-2686
03-6228-3540
03-3552-0531
03-3551-3023
03-5565-6511

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
日本管財㈱ 東京本部
㈱ライフ・リフレッシュ・サービス
東京ガスライフバルＥ-Ｄｏ㈱
レンジャー工業㈱
㈱ユーワテック 東京営業所
神谷設備工業㈱
㈱カワトＴ．Ｐ．Ｃ
ホームライフパートナーズ㈱
富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ 東京支店
金剛建設㈱
㈱アクタス 東京支店
内外工業㈱
東京美化㈱
㈱創設
東京水道建設㈱
北川ヒューテック㈱ 東京本社
㈱スイファ中央
㈲浪花水道商会
山田工業㈱ 東京本店
㈱森田工務店
三建サービス工事㈱
三栄環境㈱ 東京営業所
新日本空調㈱
Ｙ．Ｋ．ＰＬＡＮＮＩＮＧ
㈲建陶水道商会
㈲中央水道工業
㈱ユメニティ
㈱アステム
ＴＯＨＯ㈱
中設エンジ㈱ 東京事業本部
新日空サービス㈱
㈱三冷社
日本住宅管理㈱ 関東支店
㈱シービーケー
三機工業㈱ 東京支社
日本清管工事㈱
㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス 東京支店
九州管工㈱
新富産業㈱ 東京営業所
㈱クリスター
㈱トリムライフサポート東京支社
㈱サンプラント
㈱清田工業
㈱グローアス
㈱小林設備工業所

所
在
地
中央区日本橋二丁目１番１０号柳屋ビルディング
中央区日本橋三丁目５番１２号 ８階
中央区日本橋三丁目６番ファミール東京グランリッツ
中央区日本橋蠣殻町一丁目６番４号エステムプラザ日本橋３０３号室

中央区日本橋蛎殻町一丁目１７番１１号 新カナメビル５階
中央区日本橋茅場町一丁目４番７号
中央区日本橋茅場町一丁目１２番４号７階
中央区日本橋茅場町二丁目５番６号 日本橋大江戸ビル４階
中央区日本橋茅場町二丁目１７番３号
中央区日本橋茅場町三丁目１２番６号
中央区日本橋茅場町三丁目１３番２号ブルドックソース亀島ビル３０１号

中央区日本橋小伝馬町１４番１４号
中央区日本橋小舟町３番８号
中央区日本橋人形町一丁目１５番４号大島ビル４階
中央区日本橋人形町二丁目２番８号
中央区日本橋人形町二丁目１４番９号
中央区日本橋人形町二丁目１７番１０号
中央区日本橋人形町二丁目２９番７号
中央区日本橋馬喰町二丁目１番１号
中央区日本橋箱崎町５番４号３階
中央区日本橋箱崎町６番９号
中央区日本橋箱崎町２７番９号

ＴＨＥ

ＯＦＦＩＣＥ日本橋箱崎１Ｆ

中央区日本橋浜町二丁目３１番１号 浜町センタービル
中央区日本橋浜町三丁目３番１号 ６０６
中央区日本橋浜町三丁目１０番２号
中央区日本橋浜町三丁目３４番３号
中央区日本橋久松町４番１０号イマス日本橋福山ビル
中央区日本橋堀留町一丁目２番１０号
中央区日本橋堀留町二丁目８番４号
中央区日本橋本町二丁目７番１号
中央区日本橋本町三丁目３番６号
中央区日本橋本町三丁目４番６号
中央区日本橋室町四丁目３番１６号
中央区八丁堀一丁目１３番１０号
中央区八丁堀二丁目６番１号
中央区八丁堀三丁目８番１号
中央区八丁堀三丁目１０番５号 ＬＩＸＩＬ東京ビル
中央区八丁堀三丁目１２番５号
中央区八丁堀三丁目１７番１３号
中央区八丁堀三丁目２３番８号ニュー石橋ビル５階
中央区八丁堀三丁目２５番７号Ｄａｉｗａ八丁堀駅前ビル４Ｆ
中央区東日本橋一丁目１番７号 野村不動産東日本橋ビル
中央区東日本橋三丁目４番１４号
中央区湊一丁目１２番１１号八重洲第七長岡ビル５階
中央区湊三丁目１２番１２号

電話番号
03-5299-0855
03-6202-0177
03-5283-5061
03-4405-9315
03-6231-1801
03-3666-8388
03-5641-4881
03-6630-3820
03-6661-2031
03-3661-8511
03-3527-2851
03-3663-2077
03-3639-7400
03-3249-5850
03-3666-6590
03-3661-6881
03-3639-0308
03-3666-5936
03-5645-0061
03-5640-2501
03-3666-5015
03-6868-0914
03-3639-2700
03-3249-0217
03-3666-5670
03-6231-0866
03-6661-0603
03-3639-3330
03-6892-7510
03-3661-8551
03-5200-3930
03-3231-3966
03-6214-2512
03-6811-0111
03-6367-7150
03-3553-5875
03-4335-6731
03-3552-0491
03-6280-5450
03-3551-6516
03-3537-1611
03-5825-0921
03-3662-3661
03-6222-5650
03-3551-8606

港区
㈱山王設備
港区赤坂二丁目４番１号
白亜ビル１階
千代田第一工営㈱
港区赤坂四丁目１２番４号
㈱ニチエネ
港区赤坂七丁目１番１５号アトム青山タワー７階
㈲中村工業所
港区赤坂七丁目６番３６号
㈱カンシンホールディングス 東京第一営業部 港区麻布十番二丁目８番１６号 七面坂ビル２０１
㈱ハウスコーポレーション
港区麻布台三丁目１番９号 滝口ビル２Ｆ
㈱国昇 東京支店
港区海岸一丁目２番３号汐留芝離宮ビルディング２１階
シナネン㈱
港区海岸一丁目４番２２号
シナネンファシリティーズ㈱
港区海岸一丁目４番２２号シナネンビル２階
東京ガスリックリビング㈱東京ガスライフバル港 港区海岸三丁目１８番１号
日本ファシリオ㈱
港区北青山二丁目１２番２８号 青山ビル
旭シンクロテック㈱
港区港南二丁目１３番３４号
㈱ライクス
港区芝一丁目４番７号
リック㈱
港区芝一丁目１５番５号
㈲茂木冷熱
港区芝三丁目１２番１８号
岩田設備工業㈱
港区芝三丁目１７番１５号
㈱暁星
港区芝三丁目２６番８号
東熱パネコン㈱
港区芝四丁目４番５号
㈱タカボリ設備
港区芝四丁目５番１６号
東京ガスリビングエンジニアリング㈱
港区芝四丁目９番４号
川本工業㈱ 東京支店
港区芝四丁目１０番３号住友生命三田ビル
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03-5545-9150
03-3583-5584
03-5775-7100
03-3583-3409
03-6809-3565
0120-03-5500
03-5403-6593
03-5425-7031
03-5425-7031
050-3818-9321
03-5411-5700
03-5715-2550
03-3456-1850
03-5418-5858
03-3798-8786
03-3456-5181
03-3451-9587
03-3452-6701
03-3454-8787
03-5445-2828
03-3456-8020

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱志村管工業所
藤和設備㈱
アローズ設備㈱
㈱日設
㈲コーワライズ
中央ビルテクノ㈱
日比谷総合設備㈱ 東京本店
㈱西原衛生工業所
第一設備工業㈱
㈱タナット
㈱ワールド・エンジニアリング
六興電気㈱
坂東工業㈱
㈲石井設備
オーエス環境㈱
京濱燃料㈱
㈱ビルドシステム
㈱東信設備
綱島エンジニアリング㈱
㈲藤和工業
㈱ケンコー港営業所
㈱ハウズ
㈲永井設備
㈱フタワ設備
㈱武井工務店
㈱仲谷工業所
㈲明秀設備
フタミ設備設計
北成設備工業㈱
㈱第一サービスソリューションズ
富士設備工業㈱
建装工業㈱
文化興業㈱ 東京支店
都市拡業㈱ 都市拡業㈱東京支店
(資)衛生設備工業社
㈱朝日工業社
㈱平工業所
㈱ハナワ 東京営業所
㈱フジワラ
㈱エアコンサービス
幸裕興業㈱
エルゴテック㈱
㈱スイファ
ライズ㈱
㈱ユニマットライフ
㈱黒澤理装
㈲アクテクス
㈲北中工業
明治工業㈱
湯島組
㈲六本木水道
日清工事㈱
㈱中央建築設備

所
在
地
港区芝五丁目１番６号
港区芝五丁目１３番８号
港区芝五丁目１６番１４号 大伸ビル２Ｆ
港区芝浦一丁目２番１号シーバンスＮ館
港区芝浦一丁目７番１１号
港区芝浦二丁目１４番４号
港区芝浦三丁目４番１号
港区芝浦四丁目２番８号
港区芝浦四丁目１５番３３号芝浦清水ビル
港区芝公園一丁目１番１１号興和芝公園ビル３階
港区芝公園二丁目９番３号
港区芝大門一丁目１番３０号
港区芝大門二丁目１番１８号 ＧＳハイム５０８
港区芝大門二丁目１番２０号
港区芝大門二丁目１２番９号ＨＦ浜松町ビルディング７階
港区芝大門二丁目１３番７号
港区白金三丁目１１番１２号
港区白金三丁目１４番８号
港区白金五丁目２番８号
港区白金六丁目１９番９号
港区白金台二丁目５番９－２０１号
港区白金台三丁目１５番２号
港区白金台四丁目１１番５号
港区新橋二丁目２番７号
港区新橋五丁目３３番２号
港区高輪二丁目５番６号
港区高輪二丁目１６番３４－６０３号
港区高輪三丁目８番１０号
港区西麻布二丁目５番１号
港区西新橋一丁目６番１３号
港区西新橋三丁目６番５号
港区西新橋三丁目１１番１号
港区浜松町一丁目２番１３号 江口ビル別館３階
港区浜松町一丁目１０番１３号
福岡ビル３階
港区浜松町一丁目１２番２号
港区浜松町一丁目２５番７号
港区東麻布二丁目１４番１３号
港区東新橋二丁目１０番１０号 東新橋ビル３０７
港区東新橋二丁目１８番２号
港区三田一丁目４番２８号 三田国際ビル
港区三田一丁目６番１０号タウンコート三田２０２
港区三田三丁目２番６号
港区三田五丁目１０番３号
港区南青山二丁目２番１５号
港区南青山二丁目１２番１４号
港区南青山六丁目１３番１８号
港区南麻布二丁目２番２４号１Ｆ
港区南麻布四丁目２番４８号
港区南麻布四丁目５番４１号
港区元赤坂一丁目３番２６号
港区六本木七丁目３番２号
港区六本木七丁目３番８号 永谷ヒルプラザ六本木５０１
港区六本木七丁目１２番２５番

東亜設備工業㈱
ヤカタ工業㈱
古川設備工業
㈲野間工業所
㈱依田商会
㈲松野設備工業
協立機電工業㈱
堀上工業㈱
㈱茂木工業所
㈱新東設備
松下工業所
㈲大高工務店
㈲植谷設備商会

新宿区愛住町２番地
新宿区荒木町２０番地
新宿区市谷船河原町４番地
新宿区市谷柳町２９番地
新宿区大久保二丁目２１番１２号
新宿区大久保二丁目２８番１１号
新宿区改代町３１番地
新宿区神楽坂三丁目１番地 桂ハイツ１０１
新宿区片町４番１１号
新宿区歌舞伎町二丁目４２番１３号
新宿区上落合一丁目１３番１６号
新宿区上落合一丁目１６番４号 山川ビル
新宿区上落合一丁目２４番１３号

電話番号
03-3455-7171
03-3453-0471
03-5439-9134
03-5765-6911
03-5765-5725
03-6436-3021
03-3454-1256
03-5427-6080
03-5443-5100
03-5404-1166
03-3431-3931
03-3459-3355
03-3432-1711
03-3431-5579
03-3432-8210
03-3436-0551
03-5789-2977
03-3447-0701
03-3446-4621
03-3440-1246
03-5447-5455
03-3441-6044
03-3449-0567
03-3591-1322
03-3437-0392
03-3441-0256
03-6303-2777
03-3440-6736
03-3409-2781
03-3504-8501
03-3434-2371
03-3433-0501
03-5733-1933
03-3436-2993
03-3431-2031
03-3432-5820
03-3583-4935
03-5404-4841
03-3434-0760
03-3453-8171
03-3451-6455
03-6858-6650
03-3451-2415
03-6869-8473
03-5770-1661
03-5468-0553
03-3543-5951
03-3440-4657
03-3446-3721
03-3470-5023
03-3403-5600
03-3479-2051
03-3479-1761

新宿区

新宿支店
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03-3353-6761
03-3351-5123
03-3269-2663
03-3268-3710
03-6302-1717
03-3209-0668
03-3268-7161
03-3269-7551
03-3351-5537
03-3209-7401
03-3368-2556
03-3371-0026
03-3368-2752

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱さくらｗｏｒｋｓ
㈱サニーダ
㈲スズカン工業 新宿支店
太平ビルサービス㈱ 東京支店
㈱設計室アーネスト
㈱金子工業所
㈲洛陽設備
㈱ワイエフ設備
㈱水道百拾番
㈲田中水道工業所
三栄設備工業㈱
㈱日本エンジニアリング
㈲大健工業
東京ダイヤエアコン㈱
㈱エコライフエンジニアリング
㈱ジャパンリフォーム
米山工業㈱
多賀建設㈱
文化工業㈱
㈲新宿水道
アクアデザイン㈱
不動設備サービス㈱
相良工事㈱
Ｈ･S Ｐｌａｎｎｉｎｇ㈱
㈱Ｈａｌｕ
中央工業㈱
㈱日東防火
三晶設備工業㈱
ジャレックエンジニアリング㈱
高砂熱学工業㈱
㈱西工業 東京事務所
誠和技研㈱
ノザワ工業㈱
㈲アサガエンジニアリング
㈱クリア
東京ガスSTコミュネット㈱
㈲有馬工業所
大阪ガスリノテック㈱
ケーアンドイー㈱
㈱クリマテック
㈲富久設備
㈱カンドー
㈲文化給水社
㈲羽鳥工業
田代設備
㈱服部工芸
㈱上田設備
㈲髙橋住設
山商建設工業㈱
ライフアシスト
㈱藤重工務店
㈱ノーリツ営業本部 営業推進部
大成設備㈱
㈱三晃空調 東京本店
㈱フリースペース
ＴＡＫＥＵＣＨＩ㈱ 東京本社
山崎商工㈱
光伸テック㈱
㈲タカオ共同
㈱営善設備
㈲細谷工業
㈱プレミアホームアシスト 東京ＳＣ
丸ノ内工業㈱ 新宿支店
㈱昭和ビルサービス
新栄建機㈱
愛知時計電機㈱ 東京支店
東京水道サービス㈱

所
在
地
新宿区河田町４番１０号大柿ビル１Ｆ
新宿区喜久井町３９番地
新宿区北新宿一丁目２１番１７号
新宿区北新宿二丁目２１番１号
新宿区北新宿三丁目２８番７号
新宿区北新宿四丁目１５番７号
新宿区北新宿四丁目１８番１１号
新宿区北新宿四丁目１９番８号
新宿区北新宿四丁目２１番６号
新宿区左門町１９番地１
新宿区三栄町３番地
新宿区三栄町２７番地９
新宿区下落合三丁目２番１８号 ニュー目白マンション３０２
新宿区新宿一丁目１２番１２号
新宿区新宿一丁目１４番５号新宿ＫＭビル５Ｆ
新宿区新宿一丁目１７番３号
新宿区新宿一丁目２３番１２号
新宿区新宿一丁目２３番１６号
新宿区新宿二丁目３番５号
新宿区新宿二丁目１３番３号
新宿区新宿二丁目１７番１０号４階Ｂ号室
新宿区新宿五丁目５番６号
新宿区新宿五丁目９番７号
新宿区新宿五丁目１１番２０号
新宿区新宿六丁目３－１０クレストビル１０１号室
新宿区新宿六丁目６番１０号 第２岩下ビル
新宿区新宿六丁目７番１６号
新宿区新宿六丁目２０番４号 カサデ古川２０２
新宿区新宿六丁目２４番４号
新宿区新宿六丁目２７番３０号
新宿区新宿七丁目１８番７号
新宿区新宿七丁目２０番２号
新宿区水道町３番１４号
新宿区高田馬場二丁目８番４号
新宿区高田馬場三丁目３番１号 ４Ｂ
新宿区高田馬場三丁目３番７号
新宿区高田馬場三丁目２９番１９号
新宿区高田馬場三丁目３５番２号 高田馬場第二長岡ビル
新宿区津久戸町２番１号
新宿区富久町１０番５号
新宿区富久町２３番１号
新宿区内藤町１番地
新宿区中井一丁目４番７号 １０３
新宿区中落合一丁目１２番１０号
新宿区中落合四丁目１７番８号ラヴィエール中落合２０６
新宿区中落合四丁目１８番６号
新宿区西落合一丁目１０番５号
新宿区西落合二丁目１４番１８号
新宿区西落合四丁目３番９号
新宿区西落合四丁目３番１５号 １０３
新宿区西落合四丁目２１番９号
新宿区西新宿二丁目６番１号
新宿区西新宿二丁目６番１号新宿住友ビル４５階
新宿区西新宿二丁目７番１号 小田急第一生命ビル１３階
新宿区西新宿三丁目５番３号 西新宿ダイヤモンドパレス９１０
新宿区西新宿三丁目７番１号 新宿パークタワー２１階
新宿区西新宿三丁目１３番１号
新宿区西新宿四丁目６番７号
新宿区西新宿四丁目８番８号
新宿区西新宿四丁目８番３７号
新宿区西新宿四丁目９番１４号
新宿区西新宿四丁目１５番７号
新宿区西新宿四丁目２４番１６号
新宿区西新宿四丁目３１番３号 永谷リヴュール１１１５号
新宿区西新宿五丁目１７番１２号
新宿区西新宿六丁目８番１号新宿オークタワー１８階
新宿区西新宿六丁目１４番１号
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電話番号
03-4405-8981
03-3208-0446
03-3363-2560
03-5386-2810
03-3362-8633
03-3363-4351
03-3361-7211
03-5337-2171
03-3365-0050
03-3357-2536
03-3353-7411
03-3341-5333
03-3954-8836
03-3359-8661
03-5315-4345
03-3358-5666
03-3356-2777
03-3354-1301
03-3354-9506
03-5367-4423
03-5315-4980
03-3341-8608
03-3356-0801
03-3356-1832
03-3353-0188
03-3352-6343
03-3354-6333
03-5366-8601
03-3204-9688
03-6369-8241
03-3208-5896
03-3200-7531
03-3267-7171
03-3203-0927
03-3368-3388
03-3363-0055
03-3371-6957
03-3366-9251
03-3266-0573
03-5312-2211
03-3351-7039
03-3352-0141
03-6914-4326
03-3953-6160
03-5996-5062
03-3950-1211
03-3950-1731
03-3951-4131
03-3994-6502
03-3950-2624
03-5996-5677
03-5908-3825
03-6302-0150
03-6894-3281
03-5326-7357
03-5322-1101
03-3376-0431
03-5388-0621
03-6300-5578
03-3374-2770
03-3372-3048
03-5333-0330
03-3378-9770
03-3377-6260
03-3372-4491
03-5323-5350
03-5320-9350

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱ヒューマンコーポレーション
若葉商会
山田工業㈱
関東浴槽設備協同組合
㈱日邦バルブ東京支店
㈱大氣社
㈱ビルトホーム
岡崎工業㈱
㈲小林工業所
太平ビル管理㈱ 東京事務所
東洋管機工業㈱
白井設備
渡辺水道工業所
山水設備工業㈲
芝工業㈱ 東京支店
コーセン建設㈱東京本店
㈱東新管機工務店
㈲日本風呂
㈲萬水工業
新菱冷熱工業㈱
㈱竹村コーポレーション
大府設備工業㈱
(資)村山兄弟商会
㈱田中工業所
池田煖房工業㈱ 本店
松下設備㈱
㈱アイアールファーシィング

所
在
地
新宿区西新宿六丁目１６番１２号第一丸善ビル
新宿区西新宿六丁目２１番１号 ２００３
新宿区西新宿七丁目７番６号 トーワ西新宿ビル２階
新宿区西新宿七丁目１９番２０号
新宿区西新宿七丁目２２番３５号西新宿三晃ビル２階
新宿区西新宿八丁目１７番１号
新宿区西早稲田二丁目５番２号
新宿区西早稲田二丁目１８番１０号
新宿区馬場下町６１番地
新宿区原町一丁目２２番
新宿区百人町二丁目５番４号
新宿区百人町三丁目２９番６号 １０１
新宿区弁天町１０２番地
新宿区南元町１０番地７
新宿区山吹町１３０番地
新宿区山吹町２６１番地
新宿区山吹町３４８番地
新宿区矢来町１０９番地
新宿区矢来町１３４番地
新宿区四谷二丁目４番地
新宿区若葉一丁目５番１５号
新宿区若葉三丁目１番地
新宿区早稲田鶴巻町３９１番地
新宿区早稲田鶴巻町５２７番地
新宿区早稲田鶴巻町５３１番地５
新宿区早稲田鶴巻町５３５番地
新宿区早稲田鶴巻町５６５番地

㈱東京エスケ－
環境装備㈱
㈲多賀精次郎商店
高田工業㈱
㈱パーパスエコテック
㈱上田工業 支店
酒井工業㈱
栁田設備工業
ウィズ㈱
音羽水道工業㈱
㈱精研 東京本店
㈱メイコー
㈲神谷さく井工業所
㈱古川設備工業所
㈱エーワン
川本サービス㈱
テラルテクノサービス㈱
(資)湯浅工業所
㈱総和プラント
㈲小川工業所
㈱東京工業
田ノ下工業㈱
(資)山寺工業所
㈲武田工業所
㈱トランスリー
㈱共進プランニング
菊池工業所
池田工業所
㈱かなめ商事 文京営業所
㈱水友設備
㈲大田工務所
㈱イーメンテナンス
㈱ＲＥＣ 東京本店
増田住宅機器㈱
坂口工業所
㈱エイシーセレニティ
協栄管工㈱
島崎工業㈱
小泉工業㈱

文京区大塚一丁目５番２１号
文京区大塚三丁目１９番７号 日環協ビル
文京区大塚三丁目４０番３号
文京区大塚五丁目１番１７号
文京区大塚五丁目９番２号
文京区大塚五丁目１８番２１号
文京区大塚六丁目１１番１２号
文京区大塚六丁目２６番２０号
文京区音羽一丁目２４番１０号
文京区音羽二丁目６番１１号
文京区小石川一丁目１５番１７号
文京区小石川四丁目３番３号
文京区小石川四丁目１６番２４号
文京区小石川四丁目１８番２号
文京区小石川五丁目３０番７号
文京区小石川五丁目３２番８号
文京区後楽二丁目３番２７号
文京区小日向四丁目２番３号
文京区小日向四丁目５番１６号 ツインヒルズ茗荷谷３階
文京区小日向四丁目８番９号
文京区水道一丁目４番６号
文京区水道二丁目４番１８号
文京区水道二丁目１９番１０号
文京区関口一丁目３番７号
文京区関口一丁目１９番６号弥助ビル５階
文京区関口一丁目２９番７号 上村ビル１０１号室
文京区関口一丁目３９番１１号
文京区千石二丁目７番５号
文京区千石四丁目４３番１２号
文京区千駄木一丁目２２番３３号
文京区千駄木二丁目３０番１号
文京区千駄木二丁目３４番６－３０５号
文京区千駄木三丁目４６番２号
文京区西片一丁目１５番４号
文京区根津二丁目７番４号
文京区白山一丁目２１番１５号
文京区白山一丁目２９番１４号
文京区白山一丁目３０番２号
文京区白山二丁目１９番３号

電話番号
03-5323-5644
03-5323-6564
03-3362-6551
03-3368-7795
03-5338-2231
03-5338-5051
03-3204-5562
03-3208-1088
03-3203-1512
03-5292-4502
03-3371-2196
03-3368-8851
03-3269-0552
03-3353-2076
03-3268-1161
03-5206-5511
03-3260-5616
03-3260-3820
03-3268-8454
03-3357-2151
03-3341-2141
03-3351-0690
03-3268-2419
03-3202-1377
03-5273-0191
03-5155-0888
03-3203-6810

文京区
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03-3268-8633
03-3942-3560
03-3946-4161
03-3947-2521
03-5977-3495
03-3947-5418
03-3943-3541
03-3941-7096
03-5319-1975
03-3943-2445
03-5689-2351
03-5800-5541
03-3811-6356
03-3811-7597
03-5805-2735
03-4526-0691
03-3818-0700
03-3811-8771
03-3942-2281
03-3943-0772
03-5804-1138
03-3811-2018
03-3811-6317
03-3260-2349
03-5579-2200
03-6233-9941
03-3208-1448
03-3943-5822
03-3944-9041
03-3828-9131
03-3821-1559
090-5203-7947
03-5814-1240
03-3814-4921
03-3821-4339
03-3816-2689
03-3813-0067
03-3813-4851
03-3815-5001

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱平田工業所
村山商会
東熱エンジニアリング㈱
㈱太平エンジニアリング
㈱宅配
松嶋建設工業㈱
㈱Sofia
太陽機設㈱
㈱石川設備
㈱雄大工業
和栄エンジニアリング
㈱三共設備工業
ジャパン・エンヂニアリング㈱
㈱高橋管工社
㈲千葉建設工業
日本衛生工事㈱
㈲スタッフ・ケイ
杉山商会
㈲渡邉衛生工業所
東京ガスライフバル文京㈱ 本郷店
㈱泉屋工業所
㈱日管設備
エコル㈱

所
在
地
文京区白山三丁目６番４号
文京区白山四丁目９番３号
文京区本郷一丁目１８番５号 朋和ビル
文京区本郷一丁目１９番６号
文京区本郷四丁目１１番５号
文京区本郷四丁目３５番１４号
文京区本郷五丁目５番１８号
文京区本郷五丁目５番１８号
文京区本郷五丁目５番１８号
文京区本郷五丁目５番１８号２０２
文京区本駒込一丁目３番８号
文京区本駒込一丁目１０番３号
文京区本駒込二丁目２７番１５号
文京区本駒込二丁目２７番１６号
文京区本駒込五丁目２２番１１号 第一みゆきビル２階
文京区本駒込五丁目４４番１号
文京区本駒込五丁目７０番９号－１Ｆ
文京区向丘一丁目７番３０号
文京区向丘一丁目１５番４号
文京区向丘二丁目３番６号
文京区湯島一丁目６番８号
文京区湯島一丁目１１番５号
文京区湯島二丁目１０番１０号

㈱三木田興業
㈲渡部工業所
㈲あきば
瀧口設備
小山工業㈱
㈱フルヤ
㈱武井設備
㈱小林衛生工務店
㈲秦栄工業
大一工業所
㈱遠藤設備
ＵＰ㈱
㈲狩野設備工業所
㈲新和設備
㈲梅澤工業所
㈲小林初太郎商店
富士冷熱㈱
エスメタル㈱
㈱安田工業所
㈱ヤマト
須賀工業㈱
暁飯島工業㈱
㈱ウラノス
㈱シー・アイ・シーアクアテック
㈲森屋設備工業
㈱納谷工業所
㈲佐原工業所
㈱新井設備
㈲タツホームサービス
都波設備工業
㈲谷島工業所
㈲星真工業所
㈱ヒトシ設備工業
清水工業所
㈱由企
はるひ建設㈱
浅草工業㈱
山崎工業所
㈲菊池工業所
㈱ＨＳＰ
阿部水道工業㈱
㈲尾羽瀬設備工業所
本田工業所

台東区浅草三丁目３５番１号
台東区浅草四丁目２５番５号
台東区浅草五丁目１２番１号
台東区浅草五丁目２５番３号
台東区浅草五丁目５０番４号
台東区浅草橋五丁目２番２号
台東区浅草橋五丁目２番３号柳北ビル６階
台東区池之端二丁目３番１７号
台東区今戸一丁目９番５号 １０１
台東区今戸二丁目３番９号
台東区今戸二丁目１１番１２号
台東区今戸二丁目３０番１０ＵＰビル
台東区今戸二丁目３２番１０号
台東区入谷一丁目１９番５号
台東区入谷一丁目２８番５号
台東区入谷二丁目２５番４号
台東区入谷二丁目３３番１号
台東区上野一丁目１６番１７号
台東区上野三丁目９番３号
台東区上野四丁目１０番７号 タツミビル７Ｆ
台東区上野五丁目１８番１０号
台東区上野七丁目６番１１号
台東区雷門一丁目８番１号
台東区北上野一丁目１０番１４号
台東区北上野二丁目１８番１号 ５０２
台東区北上野二丁目２３番２号
台東区清川一丁目８番８号
台東区清川一丁目１１番５号
台東区清川一丁目１２番４号
台東区清川二丁目８番１３号
台東区清川二丁目１８番１号
台東区清川二丁目２１番１号
台東区蔵前三丁目１０番５号
台東区蔵前四丁目２５番４号
台東区蔵前四丁目２９番８号
台東区寿一丁目１番９‐９０２号
台東区寿一丁目１９番９号
台東区寿三丁目１１番９号
台東区寿四丁目１番１０号
台東区下谷二丁目１１番３号
台東区千束一丁目１８番３号
台東区千束二丁目３５番８号
台東区千束三丁目２０番１３号

電話番号
03-3812-0181
03-3946-8751
03-3815-7466
03-3817-5571
03-3815-9711
03-3811-6699
03-3816-2211
03-3818-1811
03-6801-5312
03-5844-6377
03-5977-8551
03-3946-1736
03-3945-1471
03-3944-6451
03-3821-2385
03-3828-8255
03-5832-9780
03-3812-2354
03-3814-3888
03-5689-1126
03-3812-5261
03-3812-0448
03-5800-2766

台東区
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03-3872-2443
03-3872-7306
03-3876-2217
090-5318-6350
03-3875-5501
03-3864-0771
03-3851-9520
03-3821-4634
03-3875-5706
03-3872-1029
03-6802-4633
03-6802-4318
03-3873-2062
03-3874-9460
03-3873-6780
03-3872-6400
03-3874-8741
03-5817-0834
03-3831-8268
03-3832-5391
03-5688-8100
03-5828-2911
03-3845-0071
03-3845-8615
03-3847-7170
03-3844-6401
03-3876-3955
03-3876-3986
03-5808-1039
03-6458-1429
03-3874-5638
03-3874-7674
03-3864-3421
03-3851-7864
03-3861-0283
03-6240-4007
03-3843-0356
03-3844-1946
03-3844-4449
03-5808-1660
03-3872-8722
03-3875-8584
03-3873-5495

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱金子工務店
横川工業所
関根設備工業㈱
㈱東和
細野興業㈱
山田設備工業㈱
㈱京葉ＫＳテック東京支社
㈱羽興
岡田工業㈱
羽賀工業㈲
㈲梅沢設備
㈱ＢＯＮＤＳ ＦＡＣＴＯＲＹ
嶋田設備
㈲松永設備工業所
㈱矢貝水道工業所
㈱岡野工務店
ムーヴ・ワークス
㈲勝水道工業所
㈱當木工事
ツヨシ工業㈱
㈱東海テック
㈱トライ
三信設備㈱
㈱益青
㈱ミナモト
厚海設備工業㈱
東京ガスＮｅｘｔ ｏｎｅ㈱
松尾工業㈱
㈲椚瀬工業所
㈲武藤工業所
㈱川上設備
ＵＰ㈱
ホリケン工業㈱
㈱アイリン
㈱近畿ヤマト商会
㈲創栄設備
㈲東邦マテリアル
㈱秋田工業
一起工業㈱

所
在
地
台東区千束四丁目７番７号
台東区台東一丁目２８番１号
台東区台東三丁目３４番９号 佐々木共同ビル２Ｆ
台東区台東四丁目２９番１０号さたけ第二ビル５０２
台東区西浅草二丁目１８番１号
台東区日本堤二丁目９番８号
台東区根岸一丁目１番３４号平野ビル７０３号室
台東区根岸三丁目６番１号新根岸拾番館４階
台東区根岸三丁目１８番１６号
台東区根岸五丁目１３番１０号
台東区橋場一丁目１０番１２号
台東区橋場一丁目３０番６号
台東区橋場二丁目１６番１５－１２０４号
台東区橋場二丁目１８番９号
台東区花川戸一丁目１０番１１号
台東区花川戸一丁目１０番１４号
台東区東浅草二丁目１２番１１－１０２号
台東区東浅草二丁目２１番１号
台東区東上野一丁目６番４号
台東区東上野一丁目１９番８号
台東区東上野一丁目２３番３号
台東区東上野三丁目５番９号本池田第二ビル１階
台東区東上野三丁目３６番７号
台東区東上野五丁目２２番７－５０２号
台東区東上野五丁目２３番１号
台東区東上野六丁目２８番２号
台東区松が谷一丁目３番３号
台東区松が谷一丁目１４番１１号
台東区松が谷二丁目１０番５号
台東区松が谷三丁目３番３号
台東区松が谷三丁目３番１６号
台東区三筋一丁目７番１号ニューウイング蔵前３０１
台東区三筋二丁目７番１１号
台東区元浅草二丁目３番３号
台東区元浅草四丁目８番１２号
台東区谷中七丁目１７番１２号
台東区柳橋一丁目１２番１２号
台東区竜泉一丁目４番２号
台東区竜泉一丁目１２番７号

㈱万年風呂商会
カンパネ㈱
森工業所
山口工業所
㈱押上工業所
中村水道設備㈱
玉造工業所
㈲原田工業所
㈱植松土木東京営業所
㈲三上設備工業
㈱山銀
㈱ＢＯＮＤＳ ＦＡＣＴＯＲＹ
㈲墨田工業所
高正工業㈱
浦安工業㈱
石田工業所
三井金属エンジニアリング㈱
木村工務店
ミナト東京建設㈱
港オールシステム㈱ 東京支店
㈲平和ホームテック 東京支店
アクア技研㈱
㈱メンテック・エージェンシー
芳澤工業所
㈲裕和工業
新幸工業㈱
㈱アイテック

墨田区吾妻橋一丁目１１番９号
墨田区石原一丁目２６番１号
墨田区石原二丁目２５番８号
墨田区石原四丁目２７番１１号
墨田区押上一丁目１５番２号
墨田区押上一丁目２５番６号
墨田区押上三丁目２９番２号
墨田区押上三丁目６１番１５号
墨田区亀沢一丁目１９番１号田中ビル３階
墨田区亀沢二丁目１８番２号
墨田区亀沢二丁目２０番７号天田第５ビル２Ｆ
墨田区亀沢三丁目１４番３号
墨田区京島二丁目１０番３号
墨田区京島三丁目５番３号 エム・ティビル１０１
墨田区錦糸二丁目８番７号
墨田区錦糸二丁目１１番９号
墨田区錦糸三丁目２番１号
墨田区錦糸四丁目１０番６号
墨田区江東橋二丁目３番１１号
墨田区江東橋二丁目３番１１号
墨田区江東橋四丁目１３番１号 1Ｆ１０１室
墨田区江東橋四丁目３０番１６号
墨田区江東橋四丁目３０番１６号 メンテック大塚ビル
墨田区墨田三丁目３６番７号
墨田区墨田五丁目３０番１０号
墨田区墨田五丁目３９番３号
墨田区太平三丁目１０番１０号

電話番号
03-3875-1349
03-3831-6826
03-6240-1624
03-3831-5263
03-3841-6093
03-3872-6068
03-5828-1885
03-5824-1871
03-3872-3602
03-3872-4597
03-3872-3545
03-5808-9842
03-3872-0865
03-3872-6048
03-3843-3347
03-3844-6821
03-3872-3027
03-3873-7820
03-3832-1929
03-3839-0381
03-3835-3616
03-5807-1342
03-3834-0471
03-5858-2997
03-3842-2500
03-3841-2831
03-5828-9434
03-3842-3611
03-3844-4563
03-3841-5587
03-3842-5661
03-5839-2018
03-3866-8768
03-3843-8511
03-3844-9616
03-3827-6408
03-3851-5404
03-3871-2121
03-3874-1964

墨田区
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03-3622-0296
03-5610-7755
03-3624-0942
03-3623-4070
03-3623-1010
03-3625-4028
03-3611-0774
03-3612-4904
03-5637-7755
03-3623-3752
03-5637-9797
03-6658-8113
03-3616-0055
03-5631-9261
03-3624-2441
03-3622-8918
03-5610-7850
03-3623-7041
03-6666-9171
03-6659-4844
080-1141-3032
03-6810-0547
03-5625-1612
03-3614-5396
03-3610-4058
03-3618-4132
03-3628-5341

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱エプコ
㈱エイチツーオーケアーズ
平井総合設備
㈱フルメンテファシリティズ墨田営業所
日本ビルコン㈱
友和設備工業㈱
太田設備工業㈱
㈲横田工務店
リフェイスコーポレーション㈱
㈲アクア設備
アサノダンレー㈱
㈲白ヒゲ住設センター
㈱水道サポートセンター
㈲大翔設備
㈱みやかわ
㈱ナガミ
サムアップ
㈱平設備
㈲石田工業所
㈲マルニシ工業所
永山商店
㈲大岩工業
㈲大久保工業所
高木水道工業所
三弘設備㈱
㈲三水衛生設備工業所
㈲林設備 墨田営業所
㈲安田製作所
東都住設協同組合
㈱ＳＥＲＩ工業
石山設備工業㈲
村口設計企画
㈲島貫設備
福田設備工業㈱
㈲共立工業
㈲花澤工業所
㈲小沼工業所
㈱寿風呂飯島商店
㈲田渕設備工業
㈱たんぽぽ水道設備
髙木工業所
㈲塩田水道設備
㈲小林工業所
横山工業所
㈲松永工務店
知山工業㈱
㈱児玉設備
前川建設㈱
大迫工業㈱
和協産業㈱
ダイキンエアテクノ㈱
第一工業㈱ 東京本店

所
在
地
墨田区太平四丁目１番３号オリナスタワー１２階
墨田区立花五丁目４５番６号
墨田区立花六丁目２０番１６号
墨田区立川一丁目７番２号
墨田区立川二丁目１１番１０号
墨田区立川四丁目２番１０号
墨田区立川四丁目６番４号
墨田区千歳三丁目５番３号
墨田区千歳三丁目１４番２号
墨田区堤通一丁目１２番５号
墨田区堤通二丁目１番２２号
墨田区堤通二丁目３番２号 １０５
墨田区業平二丁目１３番８号１Ｆ
墨田区業平三丁目４番２号
墨田区業平四丁目１４番１５号
墨田区業平四丁目１５番１０号
墨田区東駒形一丁目１５番８－４０５号 マルコーハイツ駒形
墨田区東駒形二丁目２番８号
墨田区東駒形三丁目１４番１０号
墨田区東駒形四丁目１１番８号
墨田区東墨田二丁目１３番３０号
墨田区東墨田二丁目２５番１０号
墨田区東向島二丁目１番５号
墨田区東向島五丁目２３番１３号
墨田区東向島六丁目２０番１０号
墨田区東向島六丁目３３番１０号
墨田区東向島六丁目４９番１３号
墨田区東向島六丁目６４番１号
墨田区東向島六丁目６４番１号
墨田区文花一丁目１番７号小林ビル１階
墨田区文花一丁目１７番１３号
墨田区文花一丁目３０番１９－５１０号
墨田区本所一丁目３番１１号６０１
墨田区本所一丁目３３番１０号
墨田区本所二丁目１８番８号
墨田区本所四丁目２０番１２号
墨田区緑一丁目２番８号
墨田区緑三丁目５番９号
墨田区緑三丁目１３番１８号
墨田区緑四丁目３８番３号１階
墨田区向島二丁目１５番２号
墨田区向島二丁目２２番１１号
墨田区向島三丁目３４番１０号
墨田区向島四丁目７番２号
墨田区向島五丁目４６番１０号
墨田区八広二丁目１８番９号
墨田区八広四丁目４８番１３号
墨田区横川三丁目９番８号
墨田区横川四丁目１２番５号
墨田区両国一丁目１２番１０号
墨田区両国二丁目１０番８号
墨田区両国二丁目１０番８号 ９・１０階

㈲美工図
㈲丹頂管機
とくやま設備
㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス
岩井設備㈱
㈱田畑製作所
㈲佐藤水道工業
㈲アイティーオー
㈱三研企画
石井設備工業㈱
㈱林設備工業
水夢
㈱益青
М設備

江東区有明一丁目４番１１－８１９号
江東区永代二丁目３１番９号
江東区扇橋二丁目２４番１０号
竹内方
江東区大島二丁目１番１号
江東区大島二丁目１１番５号
江東区大島二丁目２６番１２号
江東区大島三丁目６番１２号
江東区大島四丁目１５番１号
江東区大島六丁目１番 六丁目団地５号棟１０６
江東区大島七丁目３６番７号
江東区大島七丁目３７番２１号
江東区大島八丁目１２番２３号
江東区大島八丁目１５番２２号
江東区大島八丁目１９番４号 ３Ｆ

電話番号
03-6853-9165
03-6657-0946
03-3616-9691
03-6657-4185
03-5600-2371
03-3634-7671
03-3846-7120
03-3631-8976
03-6423-8564
03-3618-0371
03-3610-4465
03-3611-7376
03-5935-7712
03-5619-4770
03-5819-9141
03-3622-0831
03-6318-2397
03-3624-0650
03-3622-8481
03-3626-9547
03-3612-1744
03-3616-5192
03-3614-1730
03-3612-9534
03-3614-5276
03-3611-6480
03-3618-5117
03-3611-5923
03-3612-7788
03-6410-7561
03-3617-7775
03-6331-3051
03-3626-6298
03-3622-8757
03-3624-1142
03-3623-3720
03-3631-4392
03-3634-1126
03-3631-7878
03-6906-5061
03-5608-3618
03-3622-0478
03-3622-2005
03-3623-1522
03-3622-4483
03-6657-5413
03-3616-8195
03-3624-0431
03-3624-7451
03-5638-3971
03-5624-6370
03-5354-1956

江東区
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050-5814-4011
03-3643-3309
03-3645-5413
03-3638-1362
03-3637-5851
03-3683-0653
03-3684-0310
03-3682-0675
03-3636-4100
03-3685-0231
03-3685-4481
03-5609-4784
03-5858-2997
03-3636-8672

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
はじめ設備㈱

所
在
地
江東区大島八丁目３２番７号学協ビル５０３号
パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 東京東サービスセンター 江東区亀戸一丁目１７番９号
鯨岡第３ビル
㈱ハウザエンジニアリング
江東区亀戸一丁目１９番６号 ファミール亀戸３０６
㈱三栄水栓製作所
江東区亀戸二丁目７番４号
山田工業㈱
江東区亀戸二丁目３１番９号
㈲インパクト
江東区亀戸三丁目６番２１号
Ｈ２Оサービス
江東区亀戸四丁目４９番１４－９０２号
能美エンジニアリング㈱
江東区亀戸五丁目２番３号
松栄設備工業㈱
江東区亀戸五丁目４番６-１０２号
福動興業㈱
江東区亀戸五丁目３２番１８号
㈱城東ビルサービス
江東区亀戸六丁目３番２号
㈱日成設備
江東区亀戸六丁目３９番１号
岡島工業所
江東区亀戸六丁目５０番１２号
大進設備㈱
江東区亀戸六丁目５５番２０号
応用冷機㈱
江東区亀戸七丁目４５番２号
㈲スズカン工業
江東区亀戸七丁目５２番５号
丸澤設備
江東区亀戸七丁目６５番２３号
㈱ハウスサービス
江東区北砂一丁目６番８号
忍土建㈱
江東区北砂一丁目１１番７号
厚和設備
江東区北砂一丁目１９番６－４０７号
㈱カンソーサービス
江東区北砂二丁目３番５号
㈱内藤商会
江東区北砂四丁目１５番２３号
青木管工
江東区北砂四丁目１８番６号
㈱狩野組
江東区北砂四丁目４０番１７号
㈱協和設備
江東区北砂六丁目６番１１号
㈱菱華テック 東京支店
江東区北砂六丁目１７番１２号
㈲成田工業
江東区北砂七丁目４番１０号
㈲二宮工業所
江東区木場六丁目６番１４号
市原工業所
江東区木場六丁目８番１３号
島村工業㈱
江東区清澄二丁目６番１７号
川上設備
江東区清澄三丁目６番１２号
㈱フロンティアエンジニアリング
江東区佐賀一丁目１０番８号 第５小崎ビル１０３
新日本工業㈱
江東区佐賀一丁目１１番１１号
浦井工業㈱
江東区猿江一丁目３番３号
伸栄設備佐藤工業所
江東区猿江一丁目８番１２号
㈲東豊水道
江東区猿江一丁目１９番８号
東京ガスリビングライン㈱ 東京ガスライフバル東江東 江東区猿江二丁目１５番５号
㈲佐野工業所
江東区塩浜二丁目１１番１８号
㈱京葉管理工業
江東区潮見一丁目２３番５号
戸田設備工業
江東区東雲一丁目９番１８－８１２号
㈱生田設備工業所
江東区白河三丁目７番１０号
中村設備工業
江東区新大橋二丁目２番８号
㈱ビーム
江東区新大橋二丁目１９番１０号
日本総合住生活㈱ 東京東支店
江東区新砂一丁目６番３５号
㈱ＴＡＫイーヴァック
江東区新砂一丁目７番９号
㈱水谷工業所
江東区住吉一丁目３番１３号
粂川工業㈱
江東区住吉一丁目１４番１１号宮本ビル２０１
㈱ファーストメイン
江東区住吉一丁目１７番２０号
共同ネットワーク㈱
江東区住吉二丁目８番１５号
㈱スタンダード設備
江東区住吉二丁目９番７号
㈱松本設備
江東区千田１０番１９号
小野建設㈱
江東区東陽一丁目２番１７号
㈱星野設備
江東区東陽三丁目１７番９号
中野工業㈱
江東区東陽三丁目２１番１３号
㈱富士ライフサービス
江東区東陽三丁目２７番６号
㈱ライクス 東陽営業所
江東区東陽五丁目７番１０号
㈱中村商店
江東区東陽七丁目１番１７号
㈱東冷空調
江東区富岡二丁目８番２号
東海工営㈱
江東区豊洲一丁目３番１号
都建設㈱
江東区豊洲一丁目３番１号
㈱東光高岳
江東区豊洲五丁目６番３６号
筧設備
江東区東砂一丁目６番４号
㈱サイトウ・管工
江東区東砂五丁目４番３号
平野設備工業㈱
江東区平野二丁目１番９号
㈱ビルトヤスダ
江東区深川一丁目８番１５号
東京ガスライフバルＥ-Ｄｏ㈱ 深川事業所
江東区深川一丁目８番１５号
コトブキ建設㈱
江東区深川二丁目４番８号

9/46

電話番号
03-4405-3172
03-5626-0301
03-3638-4117
03-3683-7471
03-3637-0084
03-5836-6692
03-6874-5439
03-5628-2500
03-3681-0870
03-3638-0730
03-3636-3631
03-3682-6291
03-3681-6443
03-3637-9100
03-3638-0671
03-3684-0281
03-3636-1156
03-6458-7796
03-3647-0289
090-2731-4129
03-3615-0810
03-3645-0445
03-3645-7018
03-3648-6111
03-3645-2810
03-3645-4161
03-5634-5529
03-3647-6889
03-3644-6898
03-3641-6848
03-3643-5195
03-3643-3920
03-3643-7811
03-3631-0814
03-3633-2779
03-3633-7361
03-5836-7009
03-6666-5304
03-3645-6031
03-6225-0646
03-3642-8751
03-3631-5414
03-5600-3851
03-5653-2131
03-5617-9121
03-3634-1331
03-5671-0078
03-3846-8777
03-5600-2323
03-3631-0143
03-3645-4008
03-3645-0061
03-3646-5921
03-3644-3121
03-5606-0381
03-3645-8174
03-3644-2241
03-3630-4873
03-5548-2517
03-6219-0057
03-6371-4462
03-5677-5488
03-6458-7781
03-3630-3181
03-3641-5424
03-3641-3883
03-3642-2897

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱水興社
櫻井工業㈱
㈲空知
ダイダンサービス関東㈱
藤野空調㈱
㈱日立産機システム 東京中央サービス部
カスヤ設備
㈱サカモトアクエア 東京営業所
㈱尾張陶管商会
田部井設備工業㈱
㈲コバヤシ厨房
青地設備工業
㈱エクセル
㈱アットワン
㈱伊藤総合設備
建工社
㈱キョーエイ・エンジニアリング
八洲興業㈱
㈲中川設備
㈱柴又管工 墨田営業所
㈱ナスコ 東京営業所
㈲市川設備工業
㈲伊藤水道工業所
都市総合エンジニアリング㈱

所
在
地
江東区深川二丁目８番１６号
江東区深川二丁目８番１９号
江東区深川二丁目２７番６号
江東区深川二丁目３０番９号
江東区福住一丁目５番２号
江東区福住一丁目１３番１２号
江東区古石場一丁目１２番３号 ４１４
江東区古石場二丁目１０番５号
江東区牡丹三丁目１２番７号
江東区牡丹三丁目２９番５号 田部井ビル
江東区南砂二丁目１５番９号
江東区南砂二丁目１９番２号
江東区南砂三丁目８番４号
江東区南砂五丁目２３番３号
江東区三好二丁目１３番２号
江東区毛利一丁目２１番５号
江東区毛利二丁目２番８号
江東区毛利二丁目１０番１５号
江東区森下二丁目９番３号
江東区森下二丁目２０番４号
江東区森下二丁目３１番１４号
江東区森下三丁目５番１４号
江東区森下五丁目２０番７号
江東区門前仲町二丁目１１番９号

㈲福多屋工業所
双藤設備工業所
㈱野田工業所
㈱オオサキ
渡辺工務店
城章㈱
大成温調㈱
㈱宝屋工業所
㈱アクア設備
㈱関工ファシリティーズ
㈱ウェルシィ
小林設備工業㈱
東京ガスライフバルカンドー㈱
㈲福岡設備
横河東亜工業㈱
㈱関東テクニカルイールド
スズキ設備工業㈲
㈱ＩＬ ＭＡＲＥ
㈱ビオス
㈲東都興業
㈱友和設備工業
マルヒサ設備
㈲フリーテック
不二工業㈱
ツヅキインフォテクノ東日本㈱東京支店
㈲共和設備
新星設備工業㈱
㈲鳥居工業所
㈲大久保工業所
日南設備㈱
㈱大藤工業所
㈲タムラ工業所
㈲ヨネックス
若林工業㈱
㈲エバラ住宅設備
㈲フタバ設備工業
佐野設備
㈲ミキホーム
㈲千葉工業
㈲小村方設備工業
㈲小川工務店
㈲東研エンジニアリング

品川区荏原一丁目１６番５号
品川区荏原四丁目５番１７－４０３号
品川区荏原四丁目１４番１３号
品川区荏原五丁目１４番１８号
品川区荏原六丁目１３番１４号
品川区大井一丁目１１番４号
品川区大井一丁目４７番１号
品川区大井三丁目３番１５号
品川区大井七丁目４番３５号
品川区大崎一丁目６番４号
品川区大崎一丁目１１番２号
品川区大崎三丁目５番２号
品川区大崎四丁目２番４号
品川区小山台二丁目３番１０号
品川区上大崎一丁目２番８号

電話番号
03-3630-7124
03-3641-9121
03-5245-2989
03-5639-0721
03-3641-5494
03-5245-0358
03-5620-5534
03-5875-9902
03-3642-0259
03-3641-8832
03-3699-1771
03-3644-8396
03-5606-7739
03-6458-7305
03-3641-2676
03-3631-4932
03-3634-0793
03-3631-8181
03-3631-0603
03-6666-9499
03-5669-7788
03-3631-4033
03-3631-3414
03-3820-0470

品川区
03-3782-7573
03-6426-6881
03-3783-1616
03-5498-1141
03-3783-0993
03-5746-0661
03-5742-7332
03-5753-5711
03-3771-3305
03-6372-7830
03-6748-7484
03-3491-9230
03-5437-0361
03-3713-2843
03-5421-4311
品川区上大崎一丁目２３番１４号 浜田山セントラルホームズ２階 03-3473-8572
品川区上大崎二丁目１８番２５－１０６号
03-3493-8941
品川区北品川一丁目９番７－１０１５号
03-3526-2245
品川区北品川一丁目２０番９号
03-5479-1501
品川区小山二丁目１２番５号
03-5749-1866
品川区小山五丁目１番５号
03-3760-2205
品川区小山五丁目２０番１０号 オウルズコート４０１
03-5751-2916
品川区小山六丁目２番９号
03-3782-9014
品川区小山六丁目９番１０号
03-3785-2411
品川区小山台一丁目２０番２０号
03-5721-2535
品川区戸越一丁目１番１０号
03-3781-8215
品川区戸越四丁目５番１８号
03-3781-9843
品川区戸越五丁目１６番１２号
03-3786-6215
品川区戸越五丁目１７番１２号
03-3786-7115
品川区戸越六丁目１４番１０号
03-3786-7371
品川区戸越六丁目２１番１４号
03-3782-3365
品川区中延一丁目４番１０号
03-3785-0126
品川区中延三丁目７番１８号
03-3751-3777
品川区中延三丁目１０番１１号
03-3786-7011
品川区中延五丁目９番２９号
03-3786-1475
品川区中延五丁目１１番２４号
03-3782-4851
品川区西大井四丁目１１番３１号
03-3778-1547
品川区西大井五丁目１５番２２号
03-5742-7251
品川区西大井六丁目６番８号－３０２号
03-3777-7715
品川区西大井六丁目６番１５号
03-3776-1303
品川区西大井六丁目１０番２２号
03-3773-6032
品川区西大井六丁目１４番３号
03-5702-9180
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈲廣井設備
㈱マイスターエンジニアリング
㈱ブルーライン
㈱タック
㈱イチボウ
㈱三橋工務店
㈱動真建設
㈲田野倉工業所
㈱中村工業所
協立工業㈱
㈲庄司ポンプ工業
日本総合住生活㈱ 東京南支店
太洋テクニカ㈱
㈲栄工業
㈱イーテック
㈲共司設備
㈱サプリームジャパン東京オフィス
ＳＫＭ
㈱セイワエンジニアリング
㈱ケンテクノス
㈱浦井工業所
マツモトプラミング
㈲ＯＤＭ
㈲旗の台設備
大昭設備工業㈱
㈱東都環境衛生 旗の台支店
天泉管工㈲
神戸工業㈱
マシモ工業㈱
日本エース工業㈱
㈱晃和設備
㈱ニチボウ
㈱髙橋設備
大崎支店
ブルーライン
㈱大輝
㈱キャプティ
東京ガスリビングライン㈱
㈱しんせい
㈱マンション管理サービス
東京サラヤ㈱
㈱ビケンテクノ 東京支店
㈲ウィッシュプロジェクト
㈱松本商会
スナオアート㈱
荏原住宅設備㈱
㈱ＴＯＳＨＩ
㈱昭和技研
㈲柳沢設備工業
㈱北英リビング
武塙設備
㈱セイテック
城南設備工業㈱
㈲佐藤商会
㈱照建工務所
東海エンジニアリング㈱
塩谷工業㈱
㈱メイスイ
㈱中央管工
㈱サニコン 東京事業部
㈱蓮
㈱ＯＺＡＷＡ
㈲富田屋工業所
谷口設備
㈱プラスワン
東海管工㈱
ヤマギシリフォーム工業㈱
㈱末弘工業

所
在
地
品川区西大井六丁目１７番３号
品川区西五反田一丁目１３番７号
品川区西五反田一丁目２１番１０号
品川区西五反田一丁目２３番７号
品川区西五反田一丁目２９番１号
品川区西五反田三丁目１２番１３号
品川区西五反田五丁目３番５－２０４号
品川区西五反田六丁目１２番４号
品川区西五反田六丁目１６番９号
品川区西五反田七丁目１番９号 五反田ＨＳビル６階
品川区西五反田七丁目１９番４号
品川区西五反田七丁目２４番５号 日本生命西五反田ビル３階
品川区西五反田八丁目１１番２１号
品川区西品川一丁目１１番１０号
品川区西品川二丁目１１番７号
品川区西品川二丁目２１番１号
品川区西品川三丁目１７番２号－１０７
品川区西品川三丁目２０番１－２０２号
品川区西品川三丁目２０番９号
品川区西品川三丁目２０番１３号
品川区西中延二丁目１８番１号
品川区西中延三丁目１番３号
品川区旗の台二丁目１番１４号－２０２
品川区旗の台四丁目１２番６号
品川区旗の台四丁目１４番１１号
品川区旗の台五丁目１７番６号
品川区東大井一丁目１８番４号
品川区東大井二丁目４番５号
品川区東大井二丁目１２番１７号
品川区東大井三丁目１番２１号
品川区東大井五丁目２６番２２号
品川区東五反田一丁目９番５号
品川区東五反田二丁目７番１３号ヴィラ・シェール２０３
品川区東五反田五丁目２１番４号 ４０３
品川区東五反田五丁目２１番１５号
品川区東五反田五丁目２２番２７号
品川区東五反田五丁目２２番２７号
品川区東五反田五丁目２６番６号 ２０１
品川区東品川一丁目１９番９号
品川区東品川一丁目２５番８号
品川区東品川二丁目２番４号
品川区東品川三丁目１６番３号
品川区東中延一丁目１番５号
品川区東中延一丁目６番６号
品川区東中延一丁目１２番２３号３Ｆ
品川区東中延二丁目８番２号
品川区平塚一丁目１１番１７号
品川区平塚三丁目５番３号
品川区平塚三丁目１６番３１号
品川区二葉一丁目１６番１６号
品川区二葉四丁目２番６号
品川区南大井一丁目６番５号
品川区南大井二丁目１２番１０号７０９
品川区南大井三丁目２４番１号
品川区南大井四丁目３番１９号
品川区南大井五丁目２３番１７号
品川区南大井五丁目２７番８号
品川区南大井六丁目１０番９号
品川区南大井六丁目１２番１３号淺川ビル１階
品川区南大井六丁目１９番１０号
品川区南品川一丁目６番６号６階
品川区南品川二丁目１０番５号
品川区南品川二丁目１２番４号
品川区南品川二丁目１６番３号
品川区南品川三丁目６番１２号
品川区南品川四丁目２番３６号
品川区南品川四丁目６番２６号
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電話番号
03-3773-9500
03-6756-0322
03-6417-9273
03-3779-3331
03-3779-9731
03-3491-2229
03-6431-9797
03-3491-9006
03-3491-9087
03-3490-9671
03-3490-9888
03-6381-5571
03-3492-6441
03-5434-0931
03-3493-1191
03-3493-4667
03-5759-5720
03-3490-1027
03-6273-9217
03-3494-7329
03-3783-5571
03-6319-2972
03-6425-8431
03-3785-7752
03-3783-5871
03-3787-0984
03-3471-6477
03-6433-9305
03-3765-2364
03-3766-9195
03-5479-7571
03-3444-6241
03-6325-2471
03-5420-6570
03-5447-5573
03-3443-3311
03-6847-9251
03-5420-6466
03-5463-6969
03-5461-8101
03-6864-7100
03-3450-5070
03-3782-3678
03-5749-5530
03-5702-2355
03-3781-6788
03-3784-4677
03-3782-2069
03-6451-3080
03-6315-8504
03-6322-7949
03-3768-1911
03-3766-7374
03-5764-5021
03-3762-0158
03-3764-6116
03-5753-2110
03-3766-7550
03-6683-3255
03-5718-8700
050-5864-3460
03-3471-7994
03-3471-6961
03-3450-5288
03-3474-7402
03-3474-2900
03-3474-5576

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱協立 東京支店
㈱関設備
㈱池田工務所
関原管工㈱
佐藤エンジニアリング
豊工業㈱
豊和工業㈱
空建設備工業㈱
㈱ＲＥＶＥ
㈲長谷川工業所
㈲根岸工業所
㈱大真工業
㈱北村製作所

所
在
地
品川区南品川五丁目２番１３号
品川区南品川五丁目７番３号
品川区南品川五丁目９番２１号
品川区南品川六丁目１９番７号
品川区八潮五丁目１番４－５１２号
品川区豊町一丁目６番９号
品川区豊町一丁目８番１８号
品川区豊町一丁目１０番１０号
品川区豊町二丁目１０番２０号
品川区豊町三丁目１１番１号
品川区豊町四丁目１１番８号
品川区豊町六丁目２７番１４号
品川区豊町六丁目３０番７号

足立工業㈱ 東京支店
ヤマト住設工業
㈱水道１１０番
三慶設備㈱
㈱小野工業所
㈲荻島工業所
㈲セイワ
支店
高柳工業㈱
東和工業㈱
㈱アシストワークス
山澤水道工事店
㈱東宮工務所
㈱ミナミ工業社
前澤給装工業㈱
㈱シティライフ
豊工業㈱ 目黒営業所
㈱ヒューマン建設
㈲加藤工業所
三沢電機㈱ 東京支店
やなとり設備設計
㈱梁取設備
㈱カワハラ
長谷工業所
㈲サン工業
積水工業㈱
㈲篠塚工業所
㈲小杉設計
㈱平成フロント
㈱トウサイ
㈲小澤工業所
エヌ・ハドル
㈱ＭＩＳＡＳＡ
岡田水工㈱
加藤電気工事㈱ 目黒営業所
㈲日成工業
八千代設備工業㈱
㈲東山工業
㈱菅原工業所
㈲角田設備
中森プラミング
三和工業㈱
㈱平井設備工業所
大原配管工業
㈱フィオーレ
㈲はづき設備
㈱光管工設備
㈲鈴木工業所
㈱ＯＮＥ
冨士工業㈱ 支店
㈱東海
㈲島津商会
㈱スイカン 東京支店
東神工業

目黒区青葉台三丁目８番１１号
目黒区大岡山二丁目６番１５号
目黒区柿の木坂二丁目９番７号柿の木坂シルバーハウス１０３号
目黒区上目黒二丁目２５番５号
目黒区上目黒二丁目４１番１１号
目黒区五本木一丁目３３番２０号
目黒区五本木一丁目３５番１０号１０２
目黒区五本木三丁目１番７号
目黒区下目黒三丁目２番１０号
目黒区自由が丘二丁目１０番１８号栗山ビルⅡ
目黒区洗足一丁目７番９号
目黒区洗足一丁目７番１３号
目黒区鷹番一丁目７番１９号
目黒区鷹番二丁目１３番５号
目黒区鷹番二丁目１５番１２号
目黒区鷹番二丁目１５番１８号
目黒区鷹番二丁目２０番１７号ＴＳビル５０１
目黒区鷹番三丁目４番１５号
目黒区鷹番三丁目２１番２号
目黒区鷹番三丁目２１番３号
目黒区鷹番三丁目２１番３号 １０５
目黒区中央町一丁目１９番１０号
目黒区中央町二丁目３７番３号
目黒区中町二丁目３０番１６号
目黒区中町二丁目３２番５号
目黒区中根二丁目４番１２号
目黒区中根二丁目１２番８号
目黒区中目黒一丁目１番４２号
目黒区中目黒三丁目６番５号
目黒区中目黒五丁目１番１９号
目黒区中目黒五丁目９番１６号
目黒区原町一丁目１１番８号
目黒区原町一丁目１６番８号
目黒区東が丘一丁目１番３号
目黒区東が丘一丁目１３番１号
目黒区東が丘一丁目２５番１５号
目黒区東山一丁目３０番１４号
目黒区東山二丁目２番３号
目黒区碑文谷二丁目１０番７号
目黒区碑文谷四丁目２０番２０号ヴィラ碑文谷２０１号室
目黒区碑文谷五丁目１２番１６号
目黒区三田二丁目７番４号
目黒区緑が丘一丁目２１番６号
目黒区目黒一丁目４番１６号
目黒区目黒一丁目１８番１号
目黒区目黒二丁目２番２号
目黒区目黒二丁目３番１号
目黒区目黒三丁目１１番８号 第２ヴィラ・カーム３０４
目黒区目黒三丁目２１番３１号
目黒区目黒四丁目１８番７号
目黒区目黒四丁目２６番１５号
目黒区目黒本町一丁目１６番２号
目黒区目黒本町二丁目３番３号

電話番号
03-5796-2774
03-3472-5008
03-3471-0666
03-3474-8448
03-3790-1367
03-3785-8256
03-3783-3337
03-3784-3810
03-3782-4137
03-3781-6961
03-3781-5282
03-3785-2088
03-3782-2967

目黒区
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03-3463-6911
03-5701-3555
03-5726-9687
03-3713-8800
03-3713-5787
03-3793-0037
03-3791-8330
03-3714-5755
03-3494-8441
03-6421-2205
03-3713-3106
03-3712-1436
03-3715-6211
03-3716-1511
03-3712-1262
03-6303-0560
03-6303-2426
03-3714-0715
03-3714-6457
03-5722-5605
03-3710-5504
03-3793-5211
03-3712-7766
03-5722-3086
03-3793-5711
03-3717-2755
03-3718-4876
03-5720-5122
03-5722-1031
03-3712-5955
070-3166-0863
03-5724-3653
03-3716-0306
03-3410-0025
03-3424-6111
03-3414-0656
03-3719-4375
03-3719-0711
03-3714-1889
03-3716-2600
03-5721-2321
03-3710-6724
03-3717-2621
080-5492-3836
03-3493-2527
03-3715-8484
03-3712-3602
03-5768-0017
03-3461-0588
03-3793-2610
03-3712-9495
03-3792-9911
03-3760-7052

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
川田水道工業所
㈱西本設備工業所
㈲エムツー設備
㈱古沢工業所
㈲高橋工業所
辻設備㈲
㈱宮原設備
春山設備住宅
アイリス・ワークス
星野工事㈱
㈲親栄工業
㈱東翔設備
㈲茂呂田工業所
アトラス商事㈱

所
在
地
目黒区目黒本町二丁目２１番１３号
目黒区目黒本町四丁目１１番１３号
目黒区目黒本町四丁目１１番２０号
目黒区目黒本町四丁目２０番７号
目黒区目黒本町五丁目１７番１８号
目黒区目黒本町五丁目２１番１０号
目黒区目黒本町五丁目２１番１１号
目黒区目黒本町六丁目１番３号
目黒区目黒本町六丁目１２番２０号
目黒区目黒本町六丁目１３番１６号
目黒区八雲二丁目２２番２１号
目黒区祐天寺一丁目９番１２号
目黒区祐天寺一丁目３２番１２号
目黒区祐天寺二丁目１１番１０号

㈱杉本建設
㈱岩沢設備商会
㈱タートルコーポレーション
㈱日栄
ティーエー・パイプライン
㈲船戸工業所
㈲丸橋設備工業
電水興業
㈲アクアス・コダマ
㈱新家工業
ＩＺＵＭＩ建設㈱
㈲アクアシステム
㈲プロアクア
㈱生活水道センター
㈱オーケー管理
㈲阿野工業所
㈱アゼット
大惠設備
ワールドワイドスプリング㈱
東横管材㈱
寺島工業所
東京住研㈱
根本管工㈱
㈲小島建設
三愛プラント工業㈱
日産温調㈱
㈱トライ・テック
㈲横山工業所
㈲三国設備
㈲鈴木工業
中津産業㈱
須山管工事店
㈱ハヤミズ工業
㈲橋本工業所
㈲天野設備工業
長田管工
久保吉設備
㈲町田工業
㈲髙柳産業
高橋工業所
㈲アルファーサービス
㈲真和興業
㈱健秀
㈲八雲総合企画
ロート・ルーターサービス㈱城南
㈲永野工業所
㈲林設備工業所
協立工業㈱ 資材部加工センタ－
㈱新星工業

大田区池上二丁目１７番３号
大田区池上三丁目１４番７号
大田区池上四丁目１４番６号
大田区池上四丁目１４番８号山田ビル１階
大田区池上五丁目２５番３号
大田区池上五丁目２８番１号
大田区池上六丁目９番２号
大田区池上六丁目９番７号１０３
大田区池上六丁目１２番３号 岡田ビル１Ｆ
大田区池上六丁目１７番４号
大田区池上六丁目２７番１４号
大田区池上六丁目３５番１号
大田区池上七丁目１７番２０号
大田区池上八丁目５番２号
大田区池上八丁目５番２号
大田区池上八丁目１７番８号
大田区池上八丁目２２番１１号
大田区石川町二丁目８番８－１０４号
大田区石川町二丁目２４番６号
大田区鵜の木二丁目１０番３号
大田区鵜の木二丁目３４番１４号
大田区鵜の木二丁目４１番８号
大田区鵜の木三丁目１３番３号
大田区鵜の木三丁目２４番１６号
大田区大森北一丁目５番１号 大森駅東口ビルディング
大田区大森北二丁目３番１５号 第１５下川ビル
大田区大森北四丁目１２番２２号 三進ビル３Ｆ
大田区大森北四丁目２１番７号
大田区大森北五丁目５番１７号
大田区大森北六丁目４番２０号
大田区大森中一丁目６番１１号
大田区大森中一丁目１０番１２号
大田区大森中三丁目１５番１８号
大田区大森中三丁目１８番１４号
大田区大森西一丁目５番５号
大田区大森西一丁目１４番１５号
大田区大森西二丁目１８番６号
大田区大森西二丁目２０番２８号
大田区大森西三丁目２番１７号
大田区大森西三丁目２１番２１号
大田区大森西四丁目１２番１３号
大田区大森西四丁目１６番２－４０４号
大田区大森東一丁目９番３号
大田区大森東一丁目３１番２号 ２１２
大田区大森東二丁目１番４号
大田区大森東二丁目３０番１８号
大田区大森東三丁目１５番１１号
大田区大森東五丁目２６番６号
大田区大森東五丁目３１番９号
大田区大森本町二丁目１２番２号
大田区大森本町二丁目３１番１１号
大田区大森南三丁目６番３号

電話番号
03-3713-0867
03-3711-4025
03-5724-6874
03-3712-4426
03-3714-0338
03-3712-2354
03-6874-6677
03-3712-4384
03-3792-1959
03-3792-7311
03-3718-2323
03-3760-2706
03-3712-8159
03-3710-6390

大田区

パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 東京南サービスセンター

㈲坂本工業
本田設備
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03-3754-8821
03-3753-2523
03-3753-9828
03-5755-3209
03-6310-3900
03-3754-0427
03-5700-3311
03-3753-2326
03-3753-0544
03-3754-3890
03-3754-3821
03-5754-5090
03-3755-2448
03-6746-1804
03-6746-1813
03-3751-2812
03-5732-2962
03-3728-3804
03-6913-4567
03-3759-7131
03-3750-4589
03-3757-8100
03-3758-6250
03-3758-6512
03-5764-8155
03-3766-1350
03-6404-3531
03-3761-9751
03-5471-2768
03-3761-4749
03-3768-2457
03-3761-7720
03-6459-6395
03-3766-1256
03-3761-1434
03-3763-1895
03-3766-9614
03-37６2-0036
03-3765-2626
03-3761-2425
03-5753-3710
044-767-9060
03-3765-5620
03-3765-7388
03-3768-0406
03-3761-1063
03-3766-7755
03-5762-1055
03-3298-4015
03-5763-1701
03-3762-8551
03-5705-8648

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱トラブルパッキン
ＭＩＮＯ設備
㈱塩谷商会
㈱スターテック
㈲中村設備
㈲金剛商会
㈱大岩マシナリー
日本総合住生活㈱ 東京支社
信越空調㈱ 東京支店
（合）筑紫工業所
㈱佐々木組
佐々木総業㈱
聖和興業㈱
㈲遠藤エンジニアリング
小林工業所
東京ガスライフバル西大田㈱
㈱タートル設計
㈲井上冷熱
日成設備㈱
山田建設㈱
㈲ホソヤ電化サービス
㈱三富商会
㈱清香園
イー・コム㈱
今井設備管工㈱
㈱大神 東京支店
信越工業㈱
日化設備工業㈱
アイエヌ工業㈱
㈱東和企画
㈱エバジツ
富田工業㈱
㈲柿藤工業
㈲たかはし電器
㈲不二工業所
㈲福能設備
㈲萩原設備
㈱上原工業
㈱水正工業 東京本部
㈲アクアステージ
㈱タカラ
不二熱学工業㈱ 東京支店
落合工業所
穂高工業㈱

所
在
地
大田区大森南三丁目１６番１１‐１０１号
大田区蒲田三丁目９番８号 ＴＨＥ・ＥＮＺＡＮ１０１
大田区蒲田三丁目２３番７号
大田区蒲田三丁目２３番８号 蒲田ビル９階
大田区蒲田四丁目４３番３号
大田区蒲田五丁目１１番１３号
大田区蒲田五丁目２８番４号
大田区蒲田五丁目３７番１号
大田区蒲田本町二丁目７番３号
大田区上池台一丁目１９番９号
大田区上池台二丁目２０番２号
大田区上池台二丁目２０番２号
大田区上池台三丁目２６番５号
大田区上池台三丁目３５番９号
大田区上池台三丁目４１番５号
大田区上池台四丁目３９番５号
大田区上池台五丁目２９番１４号 ２０１
大田区北糀谷一丁目１１番１２号
大田区北糀谷二丁目８番１０号
大田区北千束一丁目１１番３号
大田区北千束一丁目２２番５号
大田区北千束一丁目５８番６号
大田区北千束一丁目６６番１１号
大田区北千束二丁目７番１号
大田区北千束二丁目１６番８号
大田区北千束二丁目１９番５号
大田区北馬込一丁目１０番４号
大田区北馬込二丁目１番３０号
大田区北馬込二丁目２０番９号
大田区北嶺町３番１５号
大田区北嶺町４番１８号
大田区北嶺町３４番４号
大田区久が原一丁目１７番１５号
大田区久が原二丁目１４番１号
大田区久が原四丁目２６番２号 ２０２
大田区久が原五丁目１２番７号
大田区久が原五丁目１４番７号－３０６
大田区久が原六丁目５番６号
大田区山王一丁目３３番２３号
大田区山王一丁目４２番３号
大田区山王二丁目１番８号
大田区山王二丁目５番９号
大田区山王二丁目４２番２２号 １０４
大田区山王三丁目１３番１１号
東京ガスリビングライン㈱ 東京ガスライフバル東大田 大田区山王三丁目１４番１７号
志賀設備
大田区山王三丁目１５番１５号
㈲太田住設
大田区下丸子一丁目１番６号
㈲アトックシステム
大田区下丸子一丁目６番８号
㈲新倉工業所
大田区下丸子二丁目１４番１７号
カンバヤシ設備
大田区下丸子四丁目２番２号
㈲浦野設備事務所
大田区下丸子四丁目１６番１５号
西原工事㈱
大田区昭和島二丁目４番１号
リック㈱ エンジニアリング工事部建設工事グループ 大田区昭和島二丁目４番３号
㈲東出設備工業
大田区新蒲田一丁目１４番１５号 酒井マンション２０５
㈲英晃設備
大田区新蒲田二丁目５番３号
㈱シギハラ設備
大田区多摩川一丁目１２番２号
㈲岩井工業所
大田区多摩川一丁目２３番１０号
ミズノ工業㈱
大田区多摩川一丁目２６番１０号
㈲ウエムラ設備
大田区多摩川一丁目３４番４号
㈲志賀工業
大田区多摩川二丁目１４番２号
菅原機工
大田区多摩川二丁目２４番２６号 １８１６
㈲矢田風呂商会
大田区千鳥一丁目２０番１０号
㈱ビラハウジング
大田区千鳥二丁目２６番１２号
㈲岡本設備工業
大田区千鳥二丁目２６番１５号
㈱ＡＱＵＡＴＥＣ
大田区千鳥三丁目１４番１２号
㈲石川工業
大田区中央一丁目３番３号
榎本総業㈱
大田区中央一丁目１５番１号
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電話番号
0120-24-8850
03-3734-6531
03-6424-8881
03-3789-8851
03-3736-4092
03-3731-5494
03-5735-8100
03-6803-3860
03-3735-5254
03-3720-7259
03-3729-2893
03-3727-9509
03-3728-3334
03-3727-9198
03-3720-6732
03-3720-0121
03-3727-1597
03-5935-6230
03-5735-1370
03-3724-8211
03-3717-7883
03-3717-5628
03-3718-6234
03-5751-5580
03-3729-2856
03-5754-4800
03-3775-9131
03-3774-3341
03-3778-0112
03-3728-2111
03-3720-4161
03-3720-2944
03-3752-2585
03-3752-3570
03-6410-2908
03-3751-2695
03-5700-6560
03-5747-6871
03-6303-7711
03-3775-5590
03-3763-4078
03-6429-3600
03-3771-7046
03-3777-0651
03-3776-6636
03-3774-0598
03-3759-3983
03-3750-6515
03-3750-0050
03-3759-7618
03-3759-7976
03-5753-3742
03-5764-2156
090-8587-2333
03-3733-7081
03-6658-5861
03-3758-1373
03-3756-2121
03-5741-2882
03-3759-9207
03-5713-8600
03-3758-2889
03-3756-7001
03-3756-2186
03-3526-2094
03-3771-2491
03-3776-0776

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱高千穂
㈱ユニコン
㈱アイワ
㈱近藤水道 東京事業所
㈱ヨコミゾ設備
㈱井戸春商会
㈱葵工業
明恵工業
會澤工業㈱
友大建設㈱
南武建設㈱
アクアエアー㈱
トキワ設備工業㈱
追川工業所
常盤工業㈲
クラスイ
沼館工業所
㈲三宮設備工業
池谷工業
㈲浜工業所
㈱イディア
㈱木村工業
㈱新和
㈲西岡設備
㈲ユイメンテナンス
㈱上野商会
㈱興伸商会
近藤テクア㈱
㈱星工業所
㈲荻野組
㈲ケイ・エス・ケイ
㈱ユーリン
栗本設備
㈱勝工業所
柳沢設備㈱
醍醐建設㈱
ゴトウ水道
㈱トータルプランニング
㈱伏見工業
福進工業㈱
㈲三和総合設備
関東水設
㈲大田工業所
中央電機設備㈱
㈱フジモト
㈱アイ・テック
シティーライフサービス㈲
㈲ホヅミ工業所
㈱ＷＥＳＴＲＯＣＫウォーターワークス
㈱赤塩設備 支店
㈲箭内設備工業
㈲松栄工業
㈱真寿設備工業
㈱荏原製作所
早川工業㈱ 羽田事業所
日本空港テクノ㈱
シンワ設備
最上設備
㈱清美
タケマサ工業㈱
㈲目黒工業
㈱菊地電器
㈱キタセツ
共和設備㈱
㈱城南サービス
湯沢工業㈱
旭峰興業㈱

所
在
地
大田区中央二丁目２番７号
大田区中央三丁目２１番７号
大田区中央三丁目２４番１３号
大田区中央四丁目１７番１３号
大田区中央五丁目２４番１３号
大田区中央六丁目２７番３号
大田区中央六丁目２９番３号 １０４室
大田区中央七丁目５番１６号 森アパート１０２
大田区中央七丁目１６番１号
大田区中央八丁目２番２０号
大田区中央八丁目２番２０号マンション池上１０３号室
大田区中央八丁目１９番２４号
大田区中央八丁目４１番７号
大田区田園調布一丁目１４番２５号
大田区田園調布一丁目１９番６号
大田区田園調布四丁目３５番１３号シティハイムＢ２０２
大田区田園調布本町４１番４号
大田区田園調布南１７番４号
大田区中馬込一丁目９番９号
大田区中馬込二丁目１６番１１号
大田区中馬込二丁目１６番１１号
大田区中馬込三丁目８番３号
大田区中馬込三丁目８番３号
大田区中馬込三丁目１８番６号
大田区中馬込三丁目１８番１１号
大田区中馬込三丁目２５番８号Ｋ２ハウス１階
大田区仲六郷三丁目２６番９号
大田区西蒲田一丁目１番２０号
大田区西蒲田二丁目９番１６号
大田区西蒲田三丁目８番２３加藤アパート１０３号室
大田区西蒲田三丁目１９番１７号
大田区西蒲田五丁目２７番２０号 大富ビル
大田区西蒲田六丁目７番１９号
大田区西蒲田六丁目２０番１号
大田区西蒲田六丁目３６番３号伸和ハイツ１０２号
大田区西蒲田七丁目１８番４号
大田区西蒲田七丁目２６番２号

電話番号
03-3777-2431
03-3778-1241
03-3771-1105
03-3778-2639
03-3752-0742
03-3753-5231
03-3752-2867
03-3753-8439
03-5747-5870
03-3754-1414
03-5747-0877
03-6410-6969
03-3754-3030
03-3721-3332
03-3722-5402
03-6459-7034
03-3722-0201
03-3750-3047
03-3772-9201
03-3775-3881
03-3774-7690
03-3778-9211
03-5709-2939
03-3775-4505
03-3777-6929
03-3771-3111
03-3731-6495
03-3754-8212
03-3752-2088
03-6410-9861
03-5747-4811
03-3737-3026
03-3730-7729
03-3733-0271
03-6715-9701
03-3733-0511
03-3736-8110
大田区西蒲田七丁目４０番６号 センチュリードメス西蒲田弐番館 03-5703-3059
大田区西蒲田八丁目１３番５号旭ビル３階
03-6428-7448
大田区西糀谷一丁目２１番１９号
03-3735-1001
大田区西糀谷三丁目４４番３号 ３０３
03-3742-4863
大田区西糀谷四丁目５番２号ハイツアオキ第２１ ３０７
080-3531-0555
大田区西糀谷四丁目２２番５号
03-3742-1037
大田区西馬込一丁目１０番５号
03-3775-7361
大田区西嶺町３２番２４号
03-3759-2537
大田区西六郷一丁目２３番２号
03-3737-7772
大田区西六郷二丁目２３番１０号
03-3739-5365
大田区西六郷二丁目３７番１８号
03-3731-0997
大田区西六郷二丁目４９番２号
03-5713-9365
大田区西六郷三丁目１９番１１号
03-3733-2490
大田区萩中二丁目１１番５号
03-3742-3597
大田区羽田一丁目１９番１６号
03-5705-9371
大田区羽田六丁目３３番６号
03-3744-3287
大田区羽田旭町１１番１号
03-3743-6111
大田区羽田空港一丁目６番２号
03-3747-7548
大田区羽田空港三丁目３番２号
03-5757-8551
大田区東糀谷三丁目４番１５号
03-3741-2500
大田区東糀谷五丁目４番８号
03-3742-5765
大田区東糀谷六丁目２番１７号
03-3744-7777
大田区東馬込一丁目１６番２号
03-3772-4533
大田区東馬込二丁目５番１０号
03-3775-4230
大田区東馬込二丁目８番１号
03-3777-7374
大田区東馬込二丁目１２番１号
03-3774-4415
大田区東馬込二丁目１６番１号
03-3778-3811
大田区東矢口一丁目１２番２２号
03-5714-7400
大田区東矢口一丁目１３番１９号
03-3733-3551
大田区東矢口一丁目１４番１８号
03-3738-6904
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱三和ポンプ
石渡住設
㈱明石設備工業
秦設備工業㈱
Ｋ２アクア設備 大田事業所
㈲ラック
アクアテック㈲
㈱瀧口工務店
三信設備㈱ 大田支社
小林工業㈱
㈲緑川工業所
㈲タムセツ
㈲田村工業所
第一綜合㈱
㈲山本燃料住設サービス
㈲東郷管工
㈱オー.テック
㈲山田工業所
㈱シシド住設
井上水道工業㈱
㈲程田工業所
白石工業
㈱太陽設備
菱熱工業㈱
㈲田中工業所
野口設備㈲
㈲三共設備
㈱三陽設備
木下設備㈱
山地工業所
木武建設㈱
㈱飯田工務所
秀栄住設
多田建設㈱
友和設備興業㈱
隅田工業㈱
日本装芸㈱
㈲共立設備
㈲常伸設備
㈱利工業
一條設備
菅原工業㈱

所
在
地
大田区東矢口二丁目５番８号
大田区東矢口三丁目１３番１０号
大田区東矢口三丁目１７番２号サンリットビル３０５
大田区東矢口三丁目２９番３号
大田区東雪谷二丁目５番１―４０１号
大田区東雪谷二丁目２０番１６号
大田区東雪谷三丁目５番２号
大田区東雪谷四丁目６番８号
大田区東雪谷四丁目１１番６号
大田区東雪谷五丁目１４番８号
大田区東六郷一丁目１５番１５号
大田区本羽田二丁目１４番１０多摩スカイガーデン１１０７号
大田区本羽田三丁目１３番４号
大田区南蒲田二丁目１６番１号
大田区南蒲田二丁目２０番３号
大田区南蒲田三丁目５番３号
大田区南蒲田三丁目７番１５号
大田区南蒲田三丁目１２番２３号
大田区南久が原二丁目９番１４号
大田区南千束二丁目８番５号
大田区南千束三丁目４番１２号
大田区南千束三丁目６番９号 青山荘３号室
大田区南馬込一丁目５番１号
大田区南馬込二丁目２９番１７号
大田区南馬込二丁目３１番１号
大田区南馬込三丁目１２番１６号
大田区南馬込五丁目１１番１６号
大田区南馬込五丁目２３番１１号
大田区南馬込五丁目２７番８号
大田区南馬込五丁目３１番１４号
大田区南馬込六丁目３０番１４号
大田区南雪谷一丁目３番２号
大田区南雪谷一丁目１７番３号 シャルム南雪谷３０２
大田区南雪谷四丁目５番３号
大田区南六郷二丁目２５番４号
大田区南六郷三丁目２２番１５号
大田区矢口一丁目４番１０号
大田区矢口一丁目１４番６号
大田区矢口一丁目２０番２１号
大田区矢口二丁目２２番４号
大田区矢口二丁目２２番１１号
大田区矢口三丁目２番１４号ハイツヨシＢ棟１０２号

㈲H・C・Y
㈱有賀住設
マハロ水道
㈲笹原設備工業
タカハシ興業
㈲東設備
三菱電機システムサービス㈱ 東京商品支社

世田谷区赤堤一丁目１８番２号
世田谷区赤堤一丁目２２番１４号
世田谷区赤堤二丁目３１番３号
世田谷区赤堤三丁目１番１２号
世田谷区赤堤三丁目３４番２２号 １０２
世田谷区赤堤五丁目１３番１１号
世田谷区池尻三丁目１０番３号
世田谷区池尻三丁目１０番３号
世田谷区池尻三丁目２５番１７号
世田谷区池尻四丁目３３番１３号
世田谷区宇奈根一丁目１４番９号 Ｋ．Ｅ．ＨＯＭＥＳ１０１
世田谷区宇奈根一丁目１５番１７号
世田谷区宇奈根一丁目２２番４号
世田谷区宇奈根一丁目３７番１号
世田谷区宇奈根二丁目１１番３２号
世田谷区宇奈根二丁目１７番１５号
世田谷区宇奈根三丁目２番１６号
世田谷区梅丘一丁目５番５号
世田谷区梅丘一丁目１５番１１号
世田谷区大蔵五丁目１９番７号
世田谷区大蔵六丁目７番１号
世田谷区大蔵六丁目８番１９号
世田谷区大蔵六丁目１８番１３号
世田谷区大原一丁目１番２号

電話番号
03-3758-3304
03-3738-8662
03-3737-9254
03-3730-9161
03-3727-0222
03-3728-0325
03-3748-7722
03-3728-6540
03-3729-0095
03-6425-6173
03-3738-8375
03-5705-3726
03-3743-9419
03-3733-0111
03-3738-3353
03-5705-7077
03-5735-2371
03-3742-3585
03-3756-3304
03-3727-3906
03-3729-6572
03-3720-9495
03-3773-3911
03-3778-2111
03-3771-3455
03-3777-4444
03-3773-1314
03-3773-7313
03-3771-5174
03-3777-2708
03-3755-8311
03-3728-7318
03-6425-8518
03-3720-9447
03-3732-4561
03-3735-7396
03-3756-5461
03-6459-8570
03-3759-0842
03-3750-8891
03-6715-2623
03-3758-8818

世田谷区

三菱電機システムサービス㈱ 世田谷サービスステーション

長谷川設備工業㈱
佐藤工業所
片山組
㈲城南設備サービス
富士水質管理㈱ 東京営業所
㈱柳瀬設備
㈲ウナネ水道
㈲ワイケイサービス
㈲青木技建
㈱コーエープランビング
大曽根工業㈱
㈲石井工業所
㈱ライクス 世田谷営業所
㈱坂井工業所
㈲相澤管工
㈲富士商会
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03-3439-6603
03-3325-7554
03-3324-6156
03-3321-5357
03-3325-2256
03-3323-2326
03-5431-7723
03-5431-7726
03-3413-4331
03-3421-8391
03-6411-1324
03-3700-8776
03-3417-4774
03-5727-8883
03-3417-8224
03-3417-3286
03-3417-0935
03-3420-2022
03-3420-7213
03-3417-0925
03-3415-1111
03-5727-9177
03-3749-6270
03-3466-8255

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱木村商事
松原工業所
㈲守山工作所
石村水道設備
稲垣工業所
高鳥設備㈱
大日工事㈱ 奥沢支店
㈲太田設備工業
㈱高屋工業所
日立設備工業㈱
山中設備
飛弾設備工業㈱
ニッカホーム関東㈱
水道サービス・２４
㈲長沼設備
㈲三國工業
㈲新光冷温
多摩管材㈱
㈲井山水道設備
アキラ産業㈱
河野設備工業所
㈱協和日成 第一設備営業所
㈲エスケイビル管理サービス
富士水道センター
㈱秋田設備
サンエー住設㈱
東菱工業㈱
新垣工業
㈱エムアイ設備
水プロ
㈲吉田工業所
大一興業㈱
㈲キッチン・ア・ラモード
明珍工業所
中村設備
㈲ふじい管工店
栄新工業㈱
㈱朝日リフォームセンター
㈲ハッチーホーム
武心 支店
光水道設計事務所
㈲アクア齋藤設備企画
㈲安留工業
㈱栄大設備
東京ガスライフバル西世田谷㈱ 成城事業所
富士瓦斯㈱
㈲宮沢設備工業
㈲芳川設備
㈱リビングエース
㈱プラマー
㈲原工業所
管清工業㈱
㈲トゴシテクノサービス
用賀設備工業所
㈱トラリス
三水工業㈱
㈱木村技研
杉山管工㈱
横田鑿井工業所
環境サービス
東都ビル整備工業㈱
㈱秀工務店
田中工業㈱
㈲ハザマ工業
㈲正栄工業
㈲ミノリ工業
㈱久留米興業

所
在
地
世田谷区大原一丁目５番６号
世田谷区岡本一丁目１７番１号
世田谷区岡本一丁目３０番３号
世田谷区岡本一丁目３８番１４－２０５号
世田谷区奥沢一丁目３番５号
世田谷区奥沢二丁目１０番１０号
世田谷区奥沢二丁目２８番１５号－２０１号
世田谷区奥沢三丁目４１番１号
世田谷区奥沢四丁目２４番１４号
世田谷区奥沢四丁目２８番３号
世田谷区奥沢七丁目１５番１１号
世田谷区奥沢七丁目１８番３号
世田谷区奥沢八丁目５番４号
世田谷区奥沢八丁目３２番９号３０４
世田谷区尾山台一丁目３番１３号
世田谷区尾山台三丁目３番６号
世田谷区粕谷三丁目１０番１８号
世田谷区粕谷三丁目３０番１８号
世田谷区粕谷四丁目１１番１７号
世田谷区粕谷四丁目１２番３号
世田谷区鎌田一丁目１２番１３号
世田谷区鎌田二丁目１０番１号
世田谷区鎌田三丁目２番１８－１０２号
世田谷区鎌田三丁目２８番８号 第二メゾン芹田２０２
世田谷区鎌田四丁目２番３号
世田谷区鎌田四丁目１７番１７号
世田谷区上馬一丁目１０番１７号

電話番号
03-3460-6871
03-3700-6248
03-3700-6972
0120-949-395
03-3729-7187
03-3717-8841
090-8808-1356
03-3727-2321
03-3729-8831
03-3726-2161
03-3703-4943
03-3701-2725
03-5355-7060
03-3702-9617
03-3703-1219
03-5706-2573
03-3308-4733
03-3308-2385
03-3308-5558
03-3308-2221
03-3700-1994
03-3708-8621
03-5491-2131
090-6922-2812
03-3417-0450
03-3417-6121
03-3424-5321
世田谷区上馬二丁目２７番５号 スタンフォード・クラシック２０２ 03-3418-2259
世田谷区上馬二丁目３１番１３号
03-3418-1117
世田谷区上馬二丁目３３番６号
03-3421-8370
世田谷区上馬四丁目１５番４号
03-3422-3212
世田谷区上馬五丁目４番１２号
03-3487-8822
世田谷区上北沢一丁目５番６号
03-3304-8650
世田谷区上北沢一丁目７番１８号
03-3302-9436
世田谷区上北沢一丁目９番１０号上北沢グリーンテラス東棟Ｂ号室 03-6385-1466
世田谷区上北沢一丁目１５番３号
03-3303-6374
世田谷区上北沢一丁目１９番２号
03-3303-6062
世田谷区上北沢一丁目３０番１号
03-3304-3776
世田谷区上北沢三丁目７番５号
03-3306-6827
世田谷区上祖師谷一丁目３２番１１号２０２
04-2949-7780
世田谷区上祖師谷二丁目９番１１号
03-5315-8711
世田谷区上祖師谷二丁目１８番３０号
03-3326-8321
世田谷区上祖師谷三丁目１８番１１号
03-3309-5980
世田谷区上祖師谷三丁目１９番２３号
03-3300-0738
世田谷区上祖師谷四丁目２３番１号
03-3307-6285
世田谷区上祖師谷四丁目３６番１６号
03-3308-6235
世田谷区上祖師谷五丁目８番２１号
03-3309-7764
世田谷区上祖師谷六丁目２４番２３号
03-3300-9003
世田谷区上祖師谷七丁目１番１４号
03-3326-0650
世田谷区上祖師谷七丁目１９番１６号荒井第一マンション１１３号 03-6279-6550
世田谷区上野毛一丁目２５番８号
03-3701-0714
世田谷区上用賀一丁目７番３号
03-3709-4691
世田谷区上用賀一丁目９番１０号 立昇苑１０１
03-5716-1981
世田谷区上用賀三丁目８番１３号
03-3429-5082
世田谷区上用賀三丁目８番１７号ハワナレジデンス１階
03-5799-6536
世田谷区上用賀四丁目３番２１号
03-3426-3323
世田谷区上用賀四丁目９番１９号
03-3429-1131
世田谷区上用賀五丁目２１番４号
03-3700-0883
世田谷区上用賀六丁目２２番１号
03-3420-8785
世田谷区上用賀六丁目３１番９号
03-3426-6437
世田谷区北烏山一丁目８番１号
03-3305-6821
世田谷区北烏山一丁目８番３号
03-3326-6507
世田谷区北烏山一丁目５９番８号
03-3300-3912
世田谷区北烏山三丁目３番６号
03-3307-8129
世田谷区北烏山五丁目６番８号
03-3308-0010
世田谷区北烏山五丁目２２番７号サンタイムＡ
03-6279-6246
世田谷区北烏山六丁目２６番２８号
03-3309-3786
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
加藤設備工業
温調技研㈱
㈱エガワ
大立工業㈱
船内設備工業所
ベムコ㈱
㈲光栄設備工業所
大菱建設㈱
㈲猿渡設備工業所
小野設備
㈱西浦建装 世田谷支店
㈲佐久間設備
㈱佐藤設備工業
㈱アルマーズ
㈱林設備
林設備
㈲木村上下水道
㈲東京総合住宅センター
本多土木㈲
㈱プラーム
㈲堀岡
ホクシン工業㈱
ホクシン設備㈱
世田谷住設機器㈱
㈱丸幸住設システム
㈱フジコン
環境装備㈱ 西部事業所
㈲昭栄サービス
㈲中坪工業所
㈱エスエス住宅設備
下原設備工業所
㈲アールメンテ
㈱ニューオーダー
㈱アンセイ
横溝工務店
ＡＩＭＳ㈱
柳下工業所
㈱共同サービス東京本社
㈱杉﨑住設
内藤設備
㈲三星工業所
桜設備
㈲シンメイ設備
㈱東京設備
㈲梅澤設備工業所
桜設備
㈱大石工業
㈱宮野設備工業所
㈱京王設備サービス 世田谷本社
石渡工業所
信映興産㈱
小仁熊瑞宝工業㈱ 東京事業所
東京ガスリビングライン㈱ 東京ガスライフバル東世田谷

㈲松本設備工業所
㈱三友熱学
ブラン・エアー
㈲宮崎設備工業所
㈲誠設備
高橋工業所
㈱共栄工務店
今井工業㈱
眞和工業
㈲横溝工業所
東京ガスライフバル南世田谷㈱
㈲高橋工業所
アクア技研㈱
フルタイム企画

所
在
地
世田谷区北烏山九丁目２番９号 ５０１
世田谷区北沢一丁目４０番６号
世田谷区北沢三丁目２９番１２号
世田谷区北沢四丁目１６番１３号
世田谷区北沢五丁目３番７号
世田谷区北沢五丁目２３番１８号
世田谷区北沢五丁目２４番１５号
世田谷区喜多見一丁目１０番１７号
世田谷区喜多見一丁目２１番１３号
世田谷区喜多見二丁目１０番１６号
世田谷区喜多見三丁目４番８号
世田谷区喜多見四丁目３１番３号
世田谷区喜多見五丁目９番２藤和多摩堤コープ２０６
世田谷区喜多見五丁目１０番１６号Ｃ－１２号室
世田谷区喜多見五丁目１１番１７号
世田谷区喜多見五丁目１１番１７号１０１
世田谷区喜多見七丁目７番３号
世田谷区喜多見八丁目１０番５号
世田谷区喜多見九丁目１７番１２号
世田谷区砧一丁目１６番９号
世田谷区砧一丁目３０番８号
世田谷区砧四丁目５番２０号
世田谷区砧四丁目５番２０号
世田谷区砧六丁目３２番３号

三軒茶屋

電話番号
03-5384-3748
03-5790-9291
03-3469-3311
03-3460-1611
03-3466-5406
03-3466-2001
03-3466-9309
03-3415-1731
03-6411-0205
03-3417-4885
03-3749-4671
03-6382-7577
03-3417-2507
03-6411-1010
03-6883-8954
03-6883-8954
03-3417-2520
03-3417-1832
03-3489-7645
03-5429-6306
03-3417-9385
03-5494-7321
03-3415-6006
03-5727-4488
世田谷区砧七丁目２番１８号 ライオンズマンション成城東４０２号 03-3415-0125
世田谷区砧八丁目６番２０号
03-3416-0479
世田谷区給田三丁目１２番８号
03-3326-2711
世田谷区給田四丁目１７番６号
03-3300-9330
世田谷区給田四丁目３０番１７号
03-3300-5100
世田谷区給田五丁目６番３号
03-3303-7788
世田谷区給田五丁目６番２４－１０２号
03-3308-3813
世田谷区経堂一丁目３０番２１号
03-3425-3403
世田谷区経堂二丁目３２番５号
03-5426-2086
世田谷区駒沢一丁目４番１５号
03-5432-5231
世田谷区駒沢二丁目６番３号
03-3411-3293
世田谷区駒沢二丁目１６番１号
03-5491-7841
世田谷区駒沢二丁目４１番１３号
03-3421-9273
世田谷区駒沢三丁目１番１５号
03-3410-6000
世田谷区駒沢三丁目１８番１号
03-3421-5080
世田谷区駒沢三丁目１８番６号
03-3422-0106
世田谷区桜一丁目２１番９号
03-3428-4431
世田谷区桜二丁目１０番３９号
03-3428-8676
世田谷区桜三丁目１１番２号
03-3439-7878
世田谷区桜三丁目２０番２９号
03-3426-3072
世田谷区桜三丁目２５番２５号
03-3439-3515
世田谷区桜丘三丁目１９番８号
03-6413-5481
世田谷区桜上水二丁目６番４号
03-3304-8231
世田谷区桜上水三丁目２０番４号
03-3303-0234
世田谷区桜上水五丁目２９番３０号
03-5316-1091
世田谷区桜新町一丁目６番１０号
03-3701-5387
世田谷区三軒茶屋一丁目１１番８号
03-5712-5253
世田谷区三軒茶屋一丁目１９番５号
03-3421-5419
世田谷区三軒茶屋一丁目２２番１１号
03-3424-2201
世田谷区三軒茶屋二丁目３８番３号
03-3410-3113
世田谷区三軒茶屋二丁目３９番２号
03-3388-8526
世田谷区下馬一丁目１２番６号
03-6805-3855
世田谷区下馬二丁目４４番１４号
03-3410-1311
世田谷区下馬三丁目１９番３号
03-5707-0166
世田谷区下馬三丁目３２番１１号
03-3411-1232
世田谷区下馬四丁目２７番１２号
03-3410-8211
世田谷区下馬五丁目２１番１４号
03-3410-5321
世田谷区下馬五丁目２５番１２号ユーホリア下馬２０１
03-5787-6913
世田谷区新町一丁目２１番８号
03-5426-3933
世田谷区新町三丁目１番９号
03-5426-3910
世田谷区成城二丁目２５番９号
03-3416-0633
世田谷区成城三丁目２５番１１号
03-3415-9866
世田谷区成城四丁目１０番３号ラ・トゥール成城１０２
03-6411-2878
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈲橋本設備工業所
イサハヤ工業㈱
世田谷設備㈱
大橋エアシステム㈱ 東京本店
㈱町野工業
三賢工業㈱
中岡工業㈱
㈲飯田管工
安川工業所
日本環境衛生工業㈱
㈲小島工業所
㈱コート・ダジュール空調
東京ガスライフバル西世田谷㈱
㈲磯田工業
㈲後藤総備
富士工業所
出雲設備工業㈱
㈲寺川工業所
三光熱学㈱
三菱電機システムサービス㈱
信共商会
三浩電気㈱
㈲渡部設備工業
㈲高崎設備工業
三京建設㈱
㈱タカムラ
三和設備㈱
川村工業所
㈱手塚設備
金子工業所
㈲伸東工業
Ｈ＆Ｓ Ｐｌｕｓ㈲
㈲中島燃料
リアル建設㈱
㈲ユニロード
㈲三國工業 玉堤営業所
東京清掃㈱
㈱ミナミ住設
㈱ＺＷＡＴＥＲ
㈱千代田工務店
㈱コート・ダジュール空調
吉岡エンジニアリング
シティーライフサービス㈲ 世田谷営業所
㈱イッセイカネコ
吉岡エンジニアリング㈲
㈲小菅工業所
Ｈ＆Ｓ Ｐｌｕｓ㈲
水元設備㈱
バンドーテクニカルサービス㈲
㈲多気設備工業
㈲共伸設備
㈱ティーエヌケイエンジニアリング
㈱富士邑
㈲ミギタ工業
㈲ユウクリエイト
㈱アースクリエート
㈱友サービス
㈱スズキ 東京営業所
㈱スズキ
田口工業㈱
田口設備㈱
第一工業
日本企業㈱
㈲粕谷工業所
新井工業所
小田嶋工業所
三幡工業㈱

所
在
地
世田谷区成城九丁目２番８号
世田谷区瀬田二丁目１９番３１号
世田谷区瀬田四丁目２３番５号
世田谷区瀬田四丁目２４番１３号
世田谷区世田谷一丁目２８番１７号
世田谷区世田谷一丁目４１番２４号
世田谷区世田谷二丁目９番３号
世田谷区世田谷二丁目２１番９号
世田谷区世田谷二丁目２９番２５号
世田谷区世田谷四丁目２１番５号
世田谷区祖師谷三丁目４番８号
世田谷区祖師谷四丁目９番１６号
世田谷区祖師谷四丁目２３番２０号
世田谷区祖師谷六丁目８番１３号
世田谷区祖師谷六丁目１１番１２号
世田谷区代沢一丁目２５番１０号
世田谷区代沢五丁目６番１５号
世田谷区太子堂一丁目１２番３３号
世田谷区太子堂三丁目３番１２号
世田谷区太子堂四丁目１番１号
世田谷区太子堂四丁目２９番１号 萩原ビル
世田谷区代田一丁目３番１９号
世田谷区代田二丁目１２番１９号
世田谷区代田三丁目３３番１０号
世田谷区代田四丁目１０番１号
世田谷区代田五丁目７番６号
世田谷区代田五丁目３０番６号
世田谷区玉川一丁目８番１号
世田谷区玉川四丁目１０番３号
世田谷区玉川四丁目１５番３号
世田谷区玉川四丁目２２番９号
世田谷区玉川台一丁目１番８号
世田谷区玉川台一丁目２番１０号
世田谷区玉川台二丁目２１番１４号
世田谷区玉堤一丁目１７番１１号
世田谷区玉堤一丁目２０番７号
世田谷区玉堤一丁目２７番２１号
世田谷区玉堤一丁目２９番８号
世田谷区玉堤二丁目１０番１７－３０１号
世田谷区千歳台一丁目３番６号
世田谷区千歳台一丁目４０番９号
世田谷区千歳台二丁目１８番１２号
世田谷区千歳台二丁目２９番１８号
世田谷区千歳台三丁目３番１６号ＨＮ千歳台ビル５階
世田谷区千歳台三丁目９番１６号
世田谷区千歳台四丁目２３番１０号
世田谷区千歳台五丁目８番３５号
世田谷区千歳台五丁目１４番１４号
世田谷区千歳台五丁目１９番１７号ラフォーレ千歳台１０６
世田谷区弦巻二丁目９番１２号
世田谷区弦巻二丁目３３番２９号
世田谷区弦巻四丁目８番１２号
世田谷区弦巻四丁目１９番２２号
世田谷区弦巻五丁目１５番２号
世田谷区弦巻五丁目２２番１８号
世田谷区等々力二丁目５番４号
世田谷区等々力四丁目１８番１２号光和マンション３０２
世田谷区等々力五丁目１５番１５号
世田谷区等々力五丁目１５番１５号
世田谷区等々力七丁目４番１６号
世田谷区等々力七丁目１２番１５号ヴィレッツァ７４ １０１
世田谷区等々力八丁目４番２３号
世田谷区中町二丁目２１番１０号
世田谷区中町四丁目１６番６号
世田谷区中町五丁目３３番１２号
世田谷区中町五丁目３５番２号
世田谷区中町五丁目３８番４号
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電話番号
03-3482-8486
03-3700-8761
03-3708-8080
03-3708-5351
03-3429-4865
03-5426-2590
03-3429-9151
03-3428-3101
03-3429-5472
03-3429-4777
03-3483-0453
03-3482-5149
03-3307-6285
03-3484-3117
03-3484-5785
03-3419-3707
03-3422-5301
03-3421-3983
03-3412-2423
03-5431-7750
03-3413-6131
03-3421-4007
03-3414-4875
03-5481-3470
03-3323-0201
03-3414-5101
03-3413-1041
03-3700-1924
03-3700-6062
03-3700-8380
03-3707-0377
03-5717-9737
03-3700-4331
03-6431-0321
03-5706-0488
03-5758-7036
03-3703-2411
03-3704-5611
03-6809-8671
03-3484-3111
03-3789-3731
03-3427-6311
03-3483-8428
03-6411-2782
03-3484-0959
03-3484-2379
03-5429-2790
03-3484-0231
03-5429-1620
03-3429-8186
03-3427-1262
03-5450-4441
03-3425-0171
03-3425-0818
03-6432-6510
03-3705-9381
03-5758-6572
03-3704-1501
03-3704-1501
03-3704-1581
03-4283-8183
03-5706-3090
03-3704-4511
03-3701-5226
03-3702-8313
03-3701-1567
03-3701-3803

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱石川設備
㈱中村設備
㈱村上興業
㈱野沢設備
㈲アキモト
㈱アズクリエイティブ 正直屋世田谷店
中央電設㈱
大応プラミング㈱
クボタ工業㈲
㈲二興工務店
㈲テクノウエスト
㈱信光
㈲菅原設備
松野工業㈱
㈲ライフ電機
㈲倉持設備
安藤設備
㈱サイノス
㈱東祥
㈱三枝水道設備
㈱経栄工業
㈱ジャパンセキュリティサービス
九管エンジニアリング㈱ 松原支店
㈱ナカス
白井設備
朋設備

㈱バウム
㈱アームアタッシュ
防長設備機工㈱
㈲山丸設備工業
㈲広田設備工業所
水道お直し隊
㈲大久保設備工業所
㈲渡辺設備
㈲光工業
㈱平﨑設備業
ホンマセツビ
中央報知機㈱
青木屋設備

所
在
地
世田谷区中町五丁目４０番１５号
世田谷区野毛二丁目５番１３号
世田谷区野毛三丁目２１番１５号
世田谷区野沢二丁目５番１０号
世田谷区野沢二丁目３３番１５号ＮＯＺＡＷＡ２３３・３０１号
世田谷区野沢二丁目３３番５号グラントメゾン野沢１階
世田谷区野沢四丁目９番１１号
世田谷区八幡山一丁目２１番１３号
世田谷区八幡山二丁目５番１４号
世田谷区八幡山二丁目２４番１５号
世田谷区東玉川一丁目３６番８号
世田谷区東玉川二丁目４番１６号
世田谷区東玉川二丁目３５番１８号
世田谷区東玉川二丁目３９番３号
世田谷区深沢三丁目３番１０号１Ｆ
世田谷区深沢三丁目２５番３号
世田谷区深沢四丁目３６番１０号パークハウス１０２
世田谷区船橋二丁目２４番５号
世田谷区船橋六丁目３番１３号
世田谷区船橋六丁目６番５号
世田谷区船橋六丁目１１番４号
世田谷区松原一丁目４５番７号
世田谷区松原一丁目５６番１２号
世田谷区松原二丁目４０番１１号
世田谷区松原三丁目７番４号
世田谷区松原三丁目１６番３号 ハウス三和１０２
世田谷区松原三丁目４０番１０号
世田谷区松原四丁目３２番７号
世田谷区松原六丁目４２番１３号
世田谷区三宿一丁目４番４号
世田谷区南烏山一丁目８番１７号
世田谷区南烏山二丁目８番１号 １１１２
世田谷区南烏山二丁目２６番３号
世田谷区南烏山二丁目３４番１７号
世田谷区南烏山三丁目１６番２
世田谷区南烏山三丁目２１番２２号
世田谷区南烏山四丁目４番１５号
世田谷区南烏山四丁目２１番１５号
世田谷区南烏山四丁目２７番１０号
世田谷区南烏山五丁目１８番１３号
世田谷区南烏山五丁目２４番２０号
世田谷区宮坂二丁目１２番７号
世田谷区宮坂二丁目２６番１７号 ソーワ山下ビル
世田谷区宮坂二丁目２６番２６号
世田谷区宮坂二丁目２６番２６号
世田谷区宮坂二丁目２６番２８号
世田谷区宮坂三丁目４４番６号
世田谷区用賀二丁目３３番７号
世田谷区用賀三丁目１０番７号スコアール用賀Ｂ棟１０１
世田谷区用賀三丁目１１番１０号
世田谷区用賀四丁目３番７号
世田谷区若林一丁目１８番１号 ウエストハイツ７０２
世田谷区若林一丁目２１番１５号
世田谷区若林四丁目４０番１３号 フォレストビラ若林１０３
世田谷区若林五丁目１２番２号
世田谷区若林五丁目４０番１０号

㈱日英設備
㈱キリイ
鹿嶋水道興業
㈱池田組衛生工業所
冨士工業㈱
斧田水道工業所
㈱青木設備工業
㈲５０ｂｅｌｌｓ
㈲鼎住管
㈲田沼工務店

渋谷区上原三丁目２３番５号
渋谷区上原三丁目２６番７号
渋谷区恵比寿三丁目３番１１号
渋谷区恵比寿西一丁目５番７号
渋谷区恵比寿西一丁目９番１３号
渋谷区恵比寿西一丁目１６番８号
渋谷区恵比寿西一丁目１８番６号
渋谷区恵比寿南二丁目２１番４号
渋谷区恵比寿南三丁目９番１４号
渋谷区桜丘町７番１１号 ６０１

東京ガスリビングライン㈱ 東京ガスライフバル東世田谷

松原店

㈲有賀工業所
コイケ工業㈱
中央冷熱工業㈱
ケーアイ工業
㈲タツカワリフォーム工事
㈲石井設備
㈲大寿美設備工業
㈱ＮＥＸＥＬ
㈱東京工業
福吉設備工業㈱
武蔵野工業㈱
㈲遠藤設備
㈱三雄
ヤオキ工業㈱
㈱カンシステム
パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 世田谷サービスセンター

電話番号
03-3703-2436
03-6411-6227
03-3702-1280
03-3412-7659
03-3422-7930
03-5787-6082
03-3795-4811
03-5316-1521
03-5317-5288
03-3303-8697
03-3727-8615
03-6425-6333
03-3727-9911
03-3727-9617
03-3704-1002
03-3702-7155
03-3704-7430
03-3482-1013
03-3306-1690
03-5316-5694
03-6379-8260
03-5376-3171
03-3322-2211
03-3323-1641
03-6379-0034
03-3323-3545
03-5355-4831
03-3321-8005
03-3325-8871
03-3413-3821
03-6750-5674
03-3307-2320
03-3307-2693
03-3300-0838
03-5969-8026
03-3308-0203
03-3326-5551
03-3326-1471
03-5313-0266
03-6909-0601
03-3300-4126
03-3420-3170
03-3439-7005
03-5426-0073
03-5426-3535
03-3429-5643
03-3428-3330
03-3700-7234
0120-13-0704
03-3700-5488
03-3700-4436
03-5779-3590
03-5431-0518
03-3421-5972
03-3413-5001
03-3421-2671

渋谷区
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03-3467-1445
03-3467-4263
03-3444-2224
03-3463-4531
03-3461-0588
ドロップイン代官山１ＦＢ 03-3461-2739
03-3461-5814
03-3719-1771
03-3715-0181
03-3463-9526

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱Ｃ．Ｔ．Ｓエンヂニアリング
㈱研空社 東京営業所
㈱京王電業社
㈲中山工業
㈱ライフサポート
東京浴槽事業協同組合
㈱アネシス
首都圏ホーム㈱
㈱京王設備サービス
㈱オプシンク
㈱ＡＱＵＡ
日本建物保全㈱
川崎設備工業㈱ 東京支店
㈱メイプルリビングサービス
山本設備機工㈱ 東京支店
㈱匠工務店
㈱水道１１０番
㈱京葉住建
共友工業所
㈱イーライフグループ
㈱優匠
㈱木村組
㈱タイホー
㈱並木工業所
㈲三継

所
在
地
渋谷区桜丘町１０番１３号
渋谷区桜丘町２９番２４秀和桜丘レジデンス９０３号
渋谷区笹塚二丁目１４番６号
渋谷区笹塚三丁目４２番１０号
渋谷区渋谷二丁目１番１２号 東京セントラル宮益坂上７階
渋谷区渋谷二丁目１０番１６号
渋谷区渋谷三丁目１２番２２号
渋谷区渋谷三丁目２６番６号
渋谷区神泉町４番６号
渋谷区神泉町１１番９号ワインアパートメント神泉２０２
渋谷区千駄ヶ谷一丁目１０番６－３０１
渋谷区千駄ヶ谷二丁目３６番５号
渋谷区千駄ヶ谷四丁目２８番４号
渋谷区道玄坂二丁目１６番４号
渋谷区富ヶ谷一丁目８番１０号
渋谷区富ヶ谷一丁目４４番７号
渋谷区富ヶ谷二丁目１７番１４号４０３
渋谷区南平台町２番６号南平台ヒルス３０２号
渋谷区南平台町１４番６号
渋谷区南平台町１５番地１５号
渋谷区西原一丁目３０番１号
渋谷区西原三丁目３９番５号
渋谷区幡ヶ谷一丁目８番４号
渋谷区幡ヶ谷一丁目８番６号
渋谷区幡ヶ谷一丁目２２番１３号
東京ガスリックリビング㈱ 東京ガスライフバル渋谷 渋谷区幡ヶ谷二丁目１番１３号
富宇加工業㈱
渋谷区幡ヶ谷二丁目２０番９号
㈲ジンテック
渋谷区幡ヶ谷二丁目２１番１号 ８０８
㈱三誠綜合
渋谷区幡ヶ谷二丁目３３番１３号
河野工業所
渋谷区幡ヶ谷三丁目３０番９号
㈱エヌ・ケー・ワークス
渋谷区幡ヶ谷三丁目５２番４号
㈱岩本商会
渋谷区幡ヶ谷三丁目５４番３号
㈲岩富設備
渋谷区幡ヶ谷三丁目７７番２号
大鐘管工店
渋谷区初台一丁目２９番１５号
首都圏瓦斯㈱
渋谷区初台一丁目４４番３号
㈱和田商会
渋谷区初台一丁目５１番５号
㈱日建
渋谷区東一丁目１３番３号 ３０１
大和管機工業㈱
渋谷区東一丁目１３番１４号渋谷松永ビル
㈱サンリフレホールディングス
渋谷区東一丁目２６番２０号東京建物東渋谷ビル１２Ｆ
城北興業㈱
渋谷区東二丁目５番３８号
㈲田中設備
渋谷区東二丁目１２番１９号
ジーケー工業㈱
渋谷区東二丁目２３番９号
佐々木工業㈱
渋谷区東二丁目２４番５号
㈲竹村水道工業所
渋谷区広尾一丁目１番２６号
小島設備工業
渋谷区広尾三丁目９番２号
㈲今井管工業所
渋谷区本町一丁目１２番５号
㈱グッジョブ
渋谷区本町二丁目３４番９号
畔柳管工㈱
渋谷区本町三丁目２０番１０号
㈱プレステージ
渋谷区本町三丁目３５番１７号
㈱ゴールデンクロス
渋谷区本町三丁目３５番１７号 イマス・エス・イービル６Ｆ
東陽設備工業㈱
渋谷区本町四丁目３１番４号
Ｆ．Ｇメンテナンス
渋谷区本町五丁目２８番４号 亀山方２階
㈲菊嶋工業所
渋谷区本町六丁目１６番４号
津和電設
渋谷区本町六丁目３３番４号
村田工業所
渋谷区本町六丁目３６番６号
株本建設工業㈱
渋谷区円山町２３番９－２０６号
㈱小さな仕事
渋谷区円山町２８番８号アイコマースビル２階
藤田設備工業
渋谷区元代々木町９番４号
㈱創研
渋谷区代々木一丁目３８番９号
㈱デイワイ
渋谷区代々木一丁目３８番１８号
大和設備工業㈱
渋谷区代々木一丁目５５番２号
栄和設備㈱
渋谷区代々木二丁目３９番１１号
アキヤマ住宅設備
渋谷区代々木四丁目１５番５号
原田附帯工事㈱
渋谷区代々木四丁目２１番１２号
吉岡工務店㈱
渋谷区代々木四丁目２９番３号
中村工業㈱
渋谷区代々木四丁目５４番８号
㈲佐々木設備
渋谷区代々木五丁目４２番８号
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電話番号
03-3496-0196
03-6277-5311
03-3376-2211
03-3376-6974
03-5778-4547
03-3400-8477
03-6892-1485
03-5466-0052
03-5456-8710
03-6455-0766
03-4405-9365
03-3405-1451
03-3402-6333
03-5489-4344
03-3469-7611
03-3460-5131
03-3467-2563
03-5433-9530
03-3461-8774
03-6455-3990
03-5452-3447
03-3467-3116
03-3377-8151
03-3376-1908
03-5465-6465
050-3818-9322
03-3376-3258
03-3379-8351
03-6276-0722
03-3377-0801
03-3377-7609
03-3374-0581
03-5350-2128
03-3370-5595
03-3299-1611
03-5350-7376
03-3499-4981
03-6419-3611
03-6427-5381
03-3400-2377
03-3407-0852
03-3407-0509
03-3406-0291
03-3400-3043
03-5774-6267
03-3377-7018
03-6300-0074
03-3372-4547
03-5304-7330
03-5333-4336
03-3376-9277
03-3373-0085
03-3377-5454
03-3376-2345
03-3376-3676
03-3464-3201
03-6455-2811
03-3465-5896
070-2613-7875
03-3377-1461
03-3370-6294
03-3370-6457
03-3375-3616
03-3370-2690
03-5350-5280
03-3370-5451
03-3467-6834

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱アゴス
㈱コンマックス

所
在
地
渋谷区代々木五丁目６７番１号
渋谷区代々木五丁目６７番１号

㈱巴水道工務店
㈱三友熱学
大神田建設㈱
㈱富士商会
さかえ設備㈱
有信㈱
日本公害技研㈱
㈲利幸商事
㈱モリタケ工務店
北村建設㈱
㈲川口設備工業所
㈱神田設備
㈱創進設備
日本施工㈱
高山設備
アイ住設
村田設備
㈱望月設備興業
窪寺設備㈱
㈲新井住設
㈱ミズモトサイエンス
㈲大木工業所
㈲ＮＡＫＡＭＡ ＰＬＵＭＢＩＮＧ
㈲翔美 中野営業所
㈱ニチリ
横山設備工業㈱
㈱中川設備
池田工業㈱
㈱東海設備工業所
城西管工業㈱
㈱水研社
㈲プラマーエンジニアリング
㈱遠山商会
㈲朝日設備工業所
ウォーターサービス
㈱本田設備工業
㈲亀井設備
㈱ＡＱＵＡＳ
セイカ産業㈱
東京ガスライフバルカンドー㈱ 中野支店
㈲レインボーシステム
川崎設備工業㈱
㈱かなめ商事中野営業所
㈱二友組 東京支店
栄工業所
村野工業所
㈱東洋エーシー
㈲田中工業所
㈱山崎工業所 中野営業所
山一工業所
富士熱学工業㈱
㈱玄空調
㈲鈴木工業所
牧野設備工業㈱
㈱会川組
㈲斉藤設備工業
小池工業㈱
㈲南台設備
川村工業㈱
ヒロセ水道インテリアデザイン
㈱合田水道工業
㈱根岸設備工務店
志村設備工業所
㈱渡設備

中野区新井一丁目７番１号
中野区新井一丁目１２番６号 サンハイツ新井Ｂ１０１号室
中野区新井一丁目２６番６号
中野区新井四丁目１５番１６号 コートブラッサム
中野区新井五丁目２８番３号
中野区江古田一丁目３８番９号
中野区江古田四丁目２９番１５号
中野区江原町二丁目５番８号
中野区江原町二丁目２０番９号
中野区上鷺宮一丁目２０番６号
中野区上鷺宮二丁目１３番５号
中野区上鷺宮三丁目８番４２号-Ｃ号
中野区上高田一丁目３５番１号
中野区上高田二丁目１２番３号
中野区上高田三丁目３８番８号
中野区上高田四丁目３３番１１号エクセレント新井薬師前３０５
中野区上高田五丁目４６番１６号
中野区鷺宮一丁目６番１号
中野区鷺宮一丁目６番８号
中野区鷺宮一丁目３０番１６号
中野区鷺宮三丁目３４番５号
中野区鷺宮三丁目３５番２号
中野区鷺宮五丁目１４番１３号
中野区白鷺二丁目２９番２６号
中野区中央一丁目２７番８号第５ＮＫビル１Ｆ
中野区中央二丁目２番５号
中野区中央二丁目４２番１号
中野区中央二丁目５０番１４号
中野区中央二丁目５５番１２号
中野区中央四丁目４３番４号
中野区中央四丁目４４番１１号
中野区中央五丁目１番２号
中野区中央五丁目１５番５号
中野区中野一丁目１２番２号
中野区中野六丁目２３番５号
中野区沼袋三丁目２番１６号
中野区沼袋三丁目１６番４号
中野区沼袋三丁目２６番地の１２
中野区沼袋四丁目３４番１０号
中野区沼袋四丁目３８番１１号
中野区野方二丁目１７番１号
中野区東中野四丁目３番２号
中野区東中野四丁目２７番３８号
中野区本町一丁目３番１１号
中野区本町二丁目５３番６号
中野区本町三丁目２１番１１号
中野区本町三丁目２９番１０号
中野区本町四丁目１７番１３号
中野区本町四丁目２３番１７号
中野区本町五丁目２３番１１号
中野区本町六丁目２７番８号 プリンスコート
中野区松が丘二丁目１４番８号
中野区南台一丁目７番３号
中野区南台一丁目１１番１３－１０３号
中野区南台二丁目３９番２２号
中野区南台四丁目２番３号
中野区南台四丁目２３番４号
中野区南台五丁目１４番８号
中野区大和町一丁目３１番４号
中野区大和町二丁目４８番３号 広瀬ハウス
中野区大和町二丁目４９番１１号
中野区弥生町二丁目２９番３号
中野区弥生町二丁目５２番４－２０２号
中野区弥生町四丁目１番１５号

電話番号
03-3465-7600
03-3465-8111

中野区
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03-3386-2351
03-3388-8526
03-3330-1301
03-3387-3441
03-3388-0396
03-3950-8211
03-3386-2882
03-5988-2080
03-5982-0007
03-3970-8850
03-3999-4251
03-5987-5830
03-6908-9761
03-3386-6717
03-3386-3515
03-3319-2577
03-5318-0855
03-5327-6371
03-3337-8528
03-3330-4188
03-3336-5451
03-3338-6560
03-3577-8875
03-5327-3726
03-6908-9455
03-3362-6231
03-3369-7137
03-3363-1304
03-3369-0805
03-3383-0741
03-3381-9591
03-3383-0059
03-3381-5736
03-3361-0030
03-5386-0281
03-3385-2469
03-3385-6996
03-5942-6553
03-3389-0078
03-5318-1069
03-3389-8303
03-3368-2626
03-3364-4749
03-5333-1633
03-3372-1983
03-3372-7608
03-3375-8088
03-3382-4019
03-3383-3541
03-3381-7301
03-3384-2711
03-3388-3851
03-3376-5057
03-3371-6077
03-3382-5596
03-3381-8622
03-3381-1260
03-3380-4724
03-3337-7770
03-3337-2206
03-3337-1175
03-3381-8974
03-3229-9133
03-3381-3450

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱日配工
㈱東京ビル設備メンテナンス
㈱アイエスビーサービス
㈲丸信工業
丸山設備
儀間工業

所
在
地
中野区弥生町五丁目４番１６号
中野区弥生町五丁目１１番６号
中野区弥生町五丁目２０番１号
中野区若宮一丁目４番６号
中野区若宮一丁目２０番１５号
中野区若宮二丁目２６番１６号

電話番号
03-3384-1381
03-6676-5193
03-5342-5147
03-3310-3719
03-3337-8084
080-5438-6531

杉並区
㈱研水工業
㈱田治
㈲創成エンジニア
浅見浴槽設備工業㈱
マインカンプ
㈲ウォーターライン
㈲三栄商会
㈱ライフサポート
石川設備工業㈱
㈲イオギテクア
㈱榎本工業所
三陽工業
㈱村田設備
本橋設備工業㈱
㈱阿部設備
㈱丸直
㈱環境イーエムエス
㈱ネットワーク
㈱オーバス
三和リフォーム㈱
小平工業所
ヤコ－設備㈱
清水工業所
吉井工業所
ライト工業㈱
東新工業㈱
東新エンジニアリング㈱
方南工業所
㈱水恵設備工業
㈱三法
ナカハラ

杉並区阿佐谷北一丁目３３番６号
杉並区阿佐谷北三丁目１１番１号吉田ビル１０１
杉並区阿佐谷北五丁目４３番１１号 ３０３
杉並区阿佐谷南一丁目１番３２号 １Ａ
杉並区阿佐谷南三丁目４４番２０号
杉並区天沼一丁目２４番８号
杉並区天沼二丁目３番９号
杉並区井草一丁目３０番１０番 尾崎ビル２０２
杉並区井草一丁目３４番２号
杉並区井草二丁目４番１３号
杉並区井草二丁目６番１９号
杉並区井草二丁目３２番１５号
杉並区井草三丁目６番７号
杉並区井草五丁目３番１号
杉並区井草五丁目４番８号
杉並区井草五丁目９番９号－２０３
杉並区井草五丁目１１番７号
杉並区井草五丁目１８番１３号 ＫＩビル２階
杉並区井草五丁目１８番１３号ＫＩビル４０２
杉並区和泉一丁目１１番３号
杉並区和泉一丁目１９番１３号
杉並区和泉二丁目２番６号
杉並区和泉三丁目３７番９号
杉並区和泉四丁目１２番４号
杉並区和泉四丁目１５番３号
杉並区和泉四丁目４８番１１号
杉並区和泉四丁目４８番１１号
杉並区和泉四丁目４８番１５号
杉並区今川二丁目１１番２１号
杉並区今川三丁目３番２１号
杉並区今川三丁目２８番５号
東京ガスイズミエナジー㈱ 東京ガスライフバル北杉並 杉並区今川三丁目２８番１７号
共立設備工業
杉並区梅里二丁目８番１２号
東方工事管理㈱
杉並区梅里二丁目１０番１１号 梅里マンション３１５号
㈱奥山水道工業所
杉並区梅里二丁目１９番９号
北栄水建㈱
杉並区梅里二丁目４０番１号
㈱サン技研
杉並区永福一丁目１番１号
㈱東京水質管理センター
杉並区永福一丁目１番１号
三永工業所
杉並区永福二丁目４２番１２号
㈲秋山工務店
杉並区永福四丁目２７番１７号
ノムラ水道サービス
杉並区大宮一丁目７番１０号 パークサイド大三 １０２
㈲クレイドル
杉並区荻窪一丁目３７番１３号
㈱ライフほんだ
杉並区荻窪四丁目７番１１号
㈱小泉 建設事業本部
杉並区荻窪四丁目３２番５号
ウイズアプリ㈱ 事務所
杉並区荻窪五丁目３０番１２号グローリア荻窪８０９
㈲村上工業所
杉並区上井草一丁目９番２４号
ケイ・プラミング
杉並区上井草一丁目２１番８号
㈲ダイサン住宅設備
杉並区上井草一丁目２２番１５号
㈱堀田
杉並区上井草二丁目１５番９号
ヤマト装備㈱
杉並区上井草二丁目２８番１６号
㈲須賀設備
杉並区上井草二丁目４３番９号
協和コーポレーション㈱
杉並区上井草三丁目４番２３号
㈱水井工業
杉並区上井草三丁目１３番１２号
㈲翔美
杉並区上荻一丁目１７番７号
㈱大久保設備
杉並区上荻一丁目２４番１７号
㈱ウチヤマサニタリー
杉並区上荻二丁目４番３号
いずみテクノス㈱
杉並区上荻二丁目１９番１７号
㈲北嶋
杉並区上荻二丁目４２番１３号
古川工業㈱
杉並区上荻三丁目５番２号
㈲アメニティライフ
杉並区上荻四丁目１０番１９号メゾン西荻窪１０３
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03-3338-5052
03-3339-4414
03-3330-7627
03-3311-5148
03-3220-1976
03-3392-8061
03-3391-3951
03-5382-5290
03-3399-2175
03-3390-3087
03-3394-0105
03-3396-2670
03-3396-1446
03-3396-0311
03-5357-9321
03-6911-0911
03-6913-8923
03-3397-8880
03-6913-5518
03-3322-2505
03-3328-1172
03-3321-4105
03-3327-5199
03-3325-0678
03-5376-6581
03-3227-8231
03-3315-9142
03-3311-5358
03-3394-1019
03-3394-8869
03-3397-0884
03-3396-4411
03-3312-4753
03-3315-3824
03-3318-7161
03-3313-6930
03-3322-3191
03-3324-4121
03-3328-2239
03-3323-8063
03-5913-7588
03-3398-0767
03-3391-9579
03-3393-3611
03-5335-9862
03-3399-0686
090-4705-5366
03-3396-6556
03-6763-2728
03-3395-7546
03-3399-5605
03-3394-9751
03-3397-7980
03-3393-3785
03-3392-8200
03-3395-5720
03-5335-7601
03-3396-0601
03-3394-7474
03-5311-5300

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
平山建設㈱
㈱協同設備工業
東京支店
新開工業㈱
㈱エーピーエス
㈱大木設備
尾藤設備
㈱丸松
サトウ設備
廣和建設工業㈱
㈲河田設備工業所
犬飼設備
ノーリツリビングテクノ㈱
㈱三和メンテナンス
㈲田原水道工業所
㈲鎌田工業所
田中風呂製作所
㈲三愛商会
㈱増元工業所
松本工業所
㈱オーシャンビュー
陣野水道㈱
高南設備
東管設備㈱
セントラルファシリティーズ㈱
㈱ヤマザキ工業
㈲村瀬工業所
㈱大羽工業所
吉田設備工業㈱
日本洗管㈱
ロート・ルーターサービス㈱
㈲小杉工業所
㈲岡工業所
㈱アイテック
若林冷暖設備㈱
㈲堀田工業所
㈱ジャスト・ジャパン
三平産業㈱ 東京支店
㈲藤江設備
㈱ワイズプランニング
鈴木管工㈱
メディカルフィッティングサポート㈱
セキド設備
㈱岡商
稲毛設備
竹前工業㈱
㈲多摩工業所
㈲伸設備
ミサワホーム建設㈱
㈲川幡設備
㈲大沢設備工業所
㈲杉山水設
㈲橋本工業所
マルト建設㈱
北山設備工業㈱
藤水管工業所
古川水設工事㈱
㈲清水工業所
㈱中央
㈱古川総合設備
上野管工㈱
㈲古川水管工業
田中興産㈱
コーザイ㈱
東京ガスライフバル保谷㈱
古川設備
㈲芳永工業
㈱小松設備商会

所
在
地
杉並区上荻四丁目１９番２３号
杉並区上高井戸一丁目８番２０号 第一島田ビル７０１号室
杉並区上高井戸一丁目１３番３号
杉並区上高井戸一丁目２２番１号栗田ビル３０１号室
杉並区上高井戸一丁目３０番３５号プレシス芦花公園４０５
杉並区上高井戸二丁目２番４２号
杉並区久我山二丁目２３番３１号
杉並区久我山三丁目６番９号 大京ビル１０１
杉並区久我山三丁目１７番２１号
杉並区久我山三丁目２５番９号
杉並区久我山五丁目２５番６号
杉並区高円寺北二丁目２０番８号
杉並区高円寺北二丁目４１番１７号
杉並区高円寺北三丁目２番５号
杉並区高円寺北三丁目４５番１２号
杉並区高円寺北三丁目４５番１３号
杉並区高円寺南一丁目１０番１号
杉並区高円寺南一丁目２５番１４号
杉並区高円寺南一丁目３０番１４号
杉並区高円寺南二丁目３番２号 須田ビル１階
杉並区高円寺南二丁目２１番１８号
杉並区高円寺南二丁目４０番３８号 コンチェルト２０２
杉並区高円寺南三丁目４番１２号
杉並区高円寺南三丁目６番５号ジェイグランデⅡ １階
杉並区高円寺南四丁目２２番２号
杉並区高円寺南四丁目３８番１２号
杉並区高円寺南四丁目４０番１７号モンコトー１階
杉並区高円寺南五丁目６番９号
杉並区高円寺南五丁目３２番４号
杉並区高円寺南五丁目３５番１５号
杉並区清水三丁目８番１１号
杉並区清水三丁目１１番１７号
杉並区清水三丁目１６番１８号
杉並区下井草二丁目８番９号
杉並区下井草二丁目３０番１５号
杉並区下井草三丁目４１番６号
杉並区下井草五丁目１１番１３号マルシン井荻ビル３階
杉並区下井草五丁目２２番１５号
杉並区下高井戸一丁目１８番１４号
杉並区下高井戸一丁目２１番５号
杉並区松庵二丁目３番１８号
杉並区松庵三丁目３９番６号
杉並区善福寺一丁目５番７号
杉並区高井戸西一丁目５番５７号イーストたちばな１－Ａ
杉並区高井戸西一丁目１３番６号
杉並区高井戸西一丁目１８番９号
杉並区高井戸東一丁目６番１０号
杉並区高井戸東二丁目４番５号
杉並区高井戸東二丁目１２番５号
杉並区高井戸東二丁目２８番１７号
杉並区高井戸東四丁目１３番３０号
杉並区高井戸東四丁目１４番６号
杉並区成田西一丁目２２番１９号
杉並区成田西一丁目２５番４号
杉並区成田西二丁目１１番４号
杉並区成田西四丁目８番１０号
杉並区成田東二丁目１１番１４号
杉並区成田東二丁目１５番１２号
杉並区成田東三丁目１４番１３号
杉並区成田東三丁目２９番４号
杉並区成田東四丁目１番３号
杉並区成田東四丁目３５番２７号
杉並区成田東五丁目３５番１０号
杉並区西荻北二丁目２番８号
杉並区西荻北三丁目３６番１２号 １０３
杉並区西荻北四丁目１３番１号
杉並区西荻南一丁目５番１号
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電話番号
03-5310-4606
03-5316-5560
03-3329-1385
03-6304-6718
03-6379-8770
03-3304-0376
03-3333-1627
03-3334-7370
03-3334-7121
03-3332-3555
03-5344-9507
03-5327-6771
03-3336-6281
03-3339-2466
03-3337-4940
03-3337-3361
03-3314-4126
03-3311-8494
03-3311-5717
03-5305-7364
03-3311-7105
03-6750-8111
03-3316-0649
03-5913-8935
03-5305-5091
03-3314-1535
03-3312-7221
03-3312-3584
03-3318-2361
03-3315-3110
03-3390-5677
03-3399-4597
03-3399-8720
03-3399-7942
03-3396-5139
03-5303-5751
03-5303-9212
03-3396-0129
03-6379-5617
03-5374-6771
03-5941-5750
03-3333-1277
03-3394-2189
090-7263-0826
03-3334-2711
03-3333-7671
03-3304-7366
03-5344-3304
03-3334-1496
03-3461-9426
03-5336-9851
03-3334-9758
03-3311-2191
03-3311-2016
03-3392-3531
03-5397-3871
03-3315-5501
03-3313-7411
03-3312-7727
03-3311-4572
03-3311-6445
03-6304-9242
03-3393-2160
03-3394-5200
03-5382-5428
03-3399-0823
03-3334-7371

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈲佐久間工業所
キトウ プランニング
㈲桜井工業所
㈱忠光 東京支店
㈲荒川設備
㈱水道救急車
星野設備工業㈱
㈱日向興発
㈱ケイズ設備
㈲丸文設備工業
㈲大明設備
㈱梅本水道工業所
浜屋水道設備
佐藤設備
㈱ユーダイ
㈲山内工業所
㈱共和設備
㈱黒澤理装 荻窪営業所
ＰＡクリエイト㈱
松本工業㈱
㈲森田設備工業
ミナト矢崎サービス㈱
峯尾機工㈱
シンコー・克明工業㈱
㈲七洋工業所
㈱ファミリー水道設備
三幸設備工業㈱
㈲協力設備工業社
㈲ユキヤ産業
㈲平野水道
㈱ソメミヤ住宅機器
㈲太平洋ビル設備
㈱東京地所

所
在
地
杉並区西荻南二丁目２１番３号

電話番号
03-3332-3865
杉並区西荻南二丁目２４番１５－３０３号 藤和シティホームズ西荻窪駅前 03-3247-8148
杉並区西荻南三丁目７番９号
03-3334-6042
杉並区西荻南三丁目１６番８号 テック西荻３階
03-5344-9013
杉並区浜田山三丁目２３番５号
03-3302-6888
杉並区浜田山四丁目１０番５号
03-5305-6600
杉並区方南一丁目２３番５号
03-3328-3302
杉並区方南二丁目２５番２４号
03-5377-2333
杉並区堀ノ内二丁目１５番１７号
03-3317-5746
杉並区堀ノ内二丁目１８番３０号
03-3311-3450
杉並区堀ノ内二丁目２１番１３号
03-3312-7670
杉並区堀ノ内二丁目３７番４８号
03-3315-7717
杉並区本天沼三丁目３９番１２号
03-3395-3819
杉並区松ノ木二丁目１６番５号
03-3318-6417
杉並区松ノ木二丁目２０番４号
03-5929-1800
杉並区松ノ木二丁目２１番５号
03-3312-6547
杉並区南荻窪二丁目１８番５号
03-5336-9536
杉並区南荻窪三丁目３４番２号
03-3334-4611
杉並区南荻窪四丁目１１番１０号
03-6915-1351
杉並区宮前一丁目２０番３２号
03-3331-1110
杉並区宮前二丁目３番１号
03-3332-8336
杉並区宮前五丁目１６番４号
03-3332-1171
杉並区桃井一丁目１番２０号
03-3396-0281
杉並区桃井一丁目３番２号
03-5382-8400
杉並区桃井二丁目４番５号
03-3395-2115
杉並区桃井三丁目１０番１号２１０
03-3397-5566
杉並区和田一丁目１５番９号
03-3381-4672
杉並区和田一丁目２１番１６号
03-3384-5470
杉並区和田一丁目３０番２号
03-5385-0848
杉並区和田一丁目３９番２５号
03-3382-6995
杉並区和田二丁目２１番６号
03-3381-5583
杉並区和田二丁目２１番２９号
03-3384-5234
杉並区和田三丁目６２番５号
03-5305-3041

㈱オアシスソリューション
㈱東栄サービス
㈱ダイヤ商会
㈱山口工業
㈱Ｒ－ｂｅｌｌ
㈱ＮＯＭ 池袋支店
新設備工業㈱
喜久良工業㈱
㈲池袋水道
東京管工業㈱
村上工業㈱
筑波工業㈱
㈱稲垣工業所
㈲田中工業所
㈲本橋設備
㈱佐伯設備工業
巽設備㈱
ユタカ設備工業㈱
相川設備工業㈱
㈱伊藤工業所
㈱朝日水道社
アズビル金門㈱
㈱渡邉工業所
㈱岩崎工務所
甲賀設備工業㈱
㈱シー・スペース
㈱貝沢工業所
㈲秋山工務店
㈲飯田工業所
茂呂工業所
㈱カムラド
ミヤマ設備㈱
経塚工業㈱

豊島区池袋二丁目２３番２１号
豊島区池袋二丁目２４番２号 メゾン旭３０２
豊島区池袋二丁目３１番１１号
豊島区池袋二丁目４７番１１号
豊島区池袋二丁目５４番９号
豊島区池袋二丁目５５番１２号 野村ビル２０３号
豊島区池袋二丁目７３番７号
豊島区池袋二丁目７５番７号
豊島区池袋三丁目５８番７号
豊島区池袋三丁目７１番８号
豊島区池袋四丁目９番１号
豊島区池袋四丁目１２番２４号
豊島区池袋本町三丁目２６番５号
豊島区池袋本町四丁目３５番５号
豊島区要町一丁目７番１号
豊島区要町一丁目２７番２６号
豊島区要町三丁目２１番１号
豊島区要町三丁目３１番１号
豊島区要町三丁目３２番２号
豊島区上池袋二丁目１８番５号
豊島区上池袋二丁目２８番１４号
豊島区北大塚一丁目１４番３号
豊島区北大塚一丁目３３番２１号
豊島区北大塚二丁目７番１０号
豊島区北大塚二丁目３０番１号
豊島区北大塚三丁目３２番４号 北大塚ＯＢＣビル２階
豊島区駒込一丁目５番１０号
豊島区駒込三丁目１９番１２号
豊島区駒込七丁目１４番３号
豊島区駒込七丁目１７番７号
豊島区巣鴨一丁目２番２５号
豊島区巣鴨一丁目１１番２－３０３号
豊島区巣鴨一丁目４１番１１号

豊島区

25/46

03-5957-7581
03-5951-3464
03-3971-2997
03-3986-2711
03-5985-7661
03-5949-6767
03-3984-3788
03-3984-8511
03-5950-5033
03-3983-8875
03-3984-9781
03-3981-5181
03-3971-8296
03-3971-8194
03-3957-6243
03-3957-0488
03-6909-3267
03-3530-1050
03-3974-3441
03-3916-1134
03-3916-3078
03-5980-3730
03-3918-7631
03-3918-6341
03-3918-8951
03-6903-7670
03-3943-8118
03-3917-2434
03-3915-1373
03-3918-7916
03-3943-3875
03-3945-5000
03-6902-5055

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱水質管理センター
㈱三石工業所
㈱オートビック
初見建設工業㈱
㈱三友工業
㈲トガシ設備工業
㈲長嶋工業所
㈱サンポウ
㈱フコク
㈱斎藤工事店
ナカノエンジニアリング㈱
㈲サンユー管工
須藤設備
ちいき水道㈱
遠藤設備工業㈱
㈱野﨑設備 東京営業所
松本設備工業㈱
㈱ローヤルエンジニアリング
㈲ニコー電機設備商会
月田工ム店
㈱協伸
㈲西川設備工業所
東邦管工建設㈱
㈱遠藤管工
㈱ＫＶＫ
光真工業
九興総合設備㈱
酒井設備工業㈱
㈱コーエイ・エンジニアリング
巽管工㈱
信和管工㈱
㈱今田工業
㈱ホゼン
㈲岩田工業所
望月工業所
管機工業㈱
㈲大南
㈲坂本設備水工社
㈱テクノ菱和
㈱エム・ティ設備計画
㈲横澤工業所
三喜工業㈱
空衛設備工業
㈲友善設備
山二工業㈲
㈱パイプ技研
㈲荒井工業所
京浜管鉄工業㈱
アート住建岩﨑建築設備設計事務所

所
在
地
豊島区巣鴨二丁目４番１３号
豊島区巣鴨三丁目７番２０号
豊島区巣鴨三丁目２４番５号８０４
豊島区巣鴨五丁目１４番２号
豊島区巣鴨五丁目１４番１３号
豊島区巣鴨五丁目３８番６号
豊島区雑司が谷一丁目１６番１４号
豊島区雑司が谷三丁目７番５号
豊島区高田一丁目３６番２２号 １０７
豊島区高松一丁目７番１１号
豊島区高松二丁目１０番１６号
豊島区高松二丁目１０番２７号
豊島区高松二丁目３５番２号
豊島区高松二丁目５６番３号
豊島区高松三丁目４番１号
豊島区千早一丁目２８番８号
豊島区千早二丁目２０番３号
豊島区長崎一丁目１１番１９号
豊島区長崎二丁目３番２４号
豊島区長崎四丁目３９番１４号
豊島区西巣鴨一丁目２番２３号
豊島区西巣鴨一丁目１１番１６号
豊島区西巣鴨一丁目３７番９号
豊島区西巣鴨三丁目１９番８号
豊島区東池袋二丁目６番６号ストーク東池袋２階
豊島区東池袋二丁目１１番２号ビラフランセ１５ ２０１
豊島区東池袋三丁目１番１号 サンシャイン６０－３５Ｆ
豊島区東池袋三丁目２番４号
豊島区東池袋四丁目２３番６号ドミー池袋３０４号
豊島区東池袋五丁目１１番１号
豊島区東池袋五丁目１２番７号
豊島区南池袋二丁目３２番１号
豊島区南池袋二丁目３４番５号
豊島区南池袋三丁目２０番１号
豊島区南池袋四丁目５番７号
豊島区南大塚一丁目２０番４号
豊島区南大塚一丁目２５番５号
豊島区南大塚二丁目２６番１３号
豊島区南大塚二丁目２６番２０号
豊島区南大塚三丁目６番５号 第二市川ビル
豊島区南大塚三丁目２３番２号
豊島区南大塚三丁目５１番４号
豊島区南長崎三丁目１８番１４号
豊島区南長崎四丁目３６番１２号
豊島区南長崎五丁目１１番１３号
豊島区南長崎六丁目７番１１号
豊島区南長崎六丁目２９番１０号
豊島区目白二丁目１番１号
豊島区目白二丁目５番２２号 １００２

㈱佐藤開発
㈲東山工業所
創和エンジニアリング㈱
㈱藤工
㈱石塚設備
赤羽管工業㈱
㈲福原工務所
東條工業
双葉工業㈱
ＴＡＫＥＮＯ設備
㈲北川設備
北設備
㈲和伸工業
㈲中山設備
㈱東京ピーシー
三登建設㈱
大隅建設㈱

北区赤羽一丁目５０番１号
北区赤羽一丁目６０番１０号
北区赤羽二丁目１３番３号
北区赤羽二丁目４５番８号 ５０４
北区赤羽三丁目３番３号ドミール赤羽２０１
北区赤羽北一丁目５番１０号
北区赤羽北一丁目８番１４号
北区赤羽北三丁目３番１７号
北区赤羽西一丁目２８番６号
北区赤羽西二丁目３２番６号 ２０２室
北区赤羽西四丁目１番８号
北区赤羽西六丁目２４番６号
北区赤羽西六丁目３１番７号
北区浮間二丁目１番２９号
北区浮間二丁目９番１８号
北区浮間二丁目１１番４号
北区浮間二丁目１１番４号

電話番号
03-3917-1654
03-3918-3214
03-4405-9096
03-3918-4151
03-3940-4867
03-3910-9297
03-3971-6018
03-5992-1201
03-3981-8191
03-3957-0482
03-5966-4163
03-3957-9889
03-3955-5947
03-3958-1887
03-3955-0023
03-6905-9515
03-6909-5316
03-3959-7371
03-3955-1181
03-3955-7821
03-3918-7551
03-3940-7767
03-3917-2644
03-3917-3953
03-3981-4711
03-6907-2027
03-3980-8281
03-3986-1926
03-5927-1653
03-3987-2681
03-3971-6229
03-3986-3311
03-3590-5200
03-3971-6714
03-3981-8654
03-3946-2571
03-3941-1225
03-3947-1421
03-5978-2331
03-5985-6888
03-3971-4754
03-3988-8950
03-3953-9172
03-3951-9658
03-3950-6688
03-5988-0300
03-3953-0905
03-6871-9961
03-3980-5522

北区
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03-3902-4142
03-3901-8095
03-3903-0600
03-3902-9101
03-4405-9102
03-3907-1425
03-3900-6553
03-3906-4136
03-3900-7771
03-3908-1765
03-3908-4765
03-3909-5545
03-5948-0525
03-5392-8331
03-3960-5959
03-5994-3988
03-3960-3119

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈲東日本建設
㈲東日本建設
城北水道設備㈱
㈲勝田工業
三立建設㈱
㈱富士興産 北部営業所
㈱ユタカ工業
㈲テクノワークス
㈱岸設備工業
ｆｅ㈱
璃湖生㈱
音喜多設備
㈲王子配管
横山水道工業所
吉原工業所
㈱協進エンジニアリング
㈱東洋管工
西ヶ原総合設備㈱
佐藤工務所
㈲王子設備
㈱フジオー産業
㈱石井設備工業
丸八土建工業㈱
不二管工㈲
㈱水工房
アネス㈱
大栄設備工業㈱
㈱高田工業所
小林水道工業所
熊谷工業㈱
三村設備設計
㈲村上管工
㈲中川西設備
宮城工業㈱
㈱武井工務所
ネクスト
横山冷熱㈱
㈱倉持工業
山本暖冷工業㈱
志賀工業所
システムプロ
㈱滝野川住設
さだ重設備
㈱ヒグメン
㈱サンユウ
関山設備
栄倉工業所
㈱松本工業
アサカ設備工業㈱
中央工事㈱
ノザキ不動産㈱
㈱豊住機材サービス
長谷川工業㈱
東京ガスライフバル北㈱
常盤工事㈱
㈱山崎工務店
㈱富士冷熱工業
㈱西尾ガス風呂製作所
㈲上野設備
ティーオネスト
㈱エイキ
八ツ田工業㈱
石塚設計
ヒラタ工業㈱
㈲東京建物検査事務所
㈲平野工務店
㈲増田工業所

所
在
地
北区浮間三丁目１番２５－９１２号
北区浮間三丁目２０番１１号 ＴＳＳうきま１０１
北区浮間三丁目２１番２号
北区浮間三丁目３５番１０号
北区浮間四丁目２４番２５番
北区浮間四丁目３１番２号
北区浮間五丁目１５番２２号
北区王子一丁目２１番１０号 第２三欣ビル６０２
北区王子四丁目５番７号
北区王子本町一丁目２８番７号
北区王子本町一丁目２８番７号
北区王子本町二丁目８番８号
北区王子本町二丁目１６番１３号
北区上十条二丁目８番９号
北区上十条二丁目１１番３号
北区上十条三丁目１０番２号
北区上十条五丁目４８番１８号
北区上中里二丁目１５番３号
北区神谷一丁目１７番１１号
北区神谷一丁目２１番１２号
北区神谷二丁目６番８号
北区神谷二丁目１２番７号
北区神谷二丁目１８番１３号
北区神谷三丁目１８番１０号
北区岸町二丁目６番１号内池ビル３階
北区栄町１番３号
北区栄町１８番７号
北区志茂一丁目１０番１２号
北区志茂一丁目２１番１１号
北区志茂二丁目６０番３号
北区志茂三丁目９番８号
北区志茂三丁目１９番１２号
北区志茂四丁目２９番７号 ３０１
北区昭和町一丁目９番１４号
北区昭和町三丁目６番１１号
北区昭和町三丁目７番３号
北区滝野川二丁目１４番１１号
北区滝野川三丁目２１番７号
北区滝野川三丁目４２番１１号
北区滝野川三丁目６０番４号
北区滝野川五丁目２８番５号
北区滝野川六丁目１５番７号 ラ・フォート
北区滝野川六丁目４８番３号
北区滝野川七丁目１８番１号
北区滝野川七丁目１８番１号
北区滝野川七丁目４０番１３号
北区滝野川七丁目４３番１３号
北区田端一丁目１１番１号勘五郎ビル１０６号室
北区田端二丁目１０番５号
北区田端新町一丁目２４番１２号
北区田端新町三丁目１４番４号
北区田端新町三丁目１８番７－８０１号
北区豊島一丁目２７番５号
北区豊島一丁目２８番２号
北区豊島二丁目２６番２３号
北区豊島三丁目２４番９号
北区豊島四丁目９番５号
北区豊島六丁目１番１０号
北区豊島七丁目１７番１８号
北区豊島七丁目３１番５号
北区豊島八丁目１５番２号
北区豊島八丁目１８番６号
北区豊島八丁目３３番５号 スカイコーポ２０１
北区中里一丁目２４番５号
北区中十条一丁目１３番５号
北区中十条一丁目１６番１７号
北区西が丘一丁目２４番２号
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電話番号
03-5916-7026
03-6454-9924
03-5916-9500
03-3967-1051
03-3969-4717
03-5916-4018
03-3967-8906
03-3914-0475
03-3919-8305
03-3900-5033
03-5948-8898
03-3908-3109
03-5963-3581
03-3909-8437
03-3909-7062
03-5963-6717
03-3908-9053
03-6908-4166
03-3912-5773
03-5959-5222
03-3902-9828
03-3902-0208
03-5249-0055
03-3903-9101
03-5948-4263
03-3913-4123
03-3912-8465
03-3903-9188
03-3901-5887
03-3902-1213
03-5249-1627
03-3902-2727
03-3903-3290
03-3893-7535
03-3894-5750
03-6807-8850
03-3917-1245
03-3910-7555
03-3918-0931
03-3918-9613
03-3916-2618
03-3949-1340
03-3916-7824
03-5961-7402
03-3916-9511
03-3949-4097
03-3916-1347
03-5384-8746
03-3821-0724
03-3800-3433
03-3893-8424
03-3894-8711
03-3912-9141
03-3912-1850
03-3911-8136
03-3911-4111
03-3912-2660
03-3914-4126
03-3927-2514
03-6823-0876
03-5959-2077
03-3912-7528
03-3911-6914
03-3824-6371
03-3907-3251
03-3908-6221
03-3905-1551

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
東翔建設工業㈱
沖管工事㈱
八千代工業
㈲大橋技研
㈱山藤空調設備
㈲侑都設備
㈱中西工務所
㈱東信建工
㈲協立総合設備
髙畠設備工業
那花水道工業所
大和ガス㈱ 王子営業所

所
在
地
北区西が丘二丁目１６番１８号
北区西ケ原二丁目４４番１０号
北区西ケ原四丁目２８番１３号
北区西ケ原四丁目４７番２－４０１号
北区東十条一丁目１５番１０号
北区東十条二丁目４番４号
北区東十条三丁目９番１０号
北区東十条五丁目６番１５号
北区東十条五丁目１０番２号
北区東十条五丁目１７番６号 クレール東十条１－Ｃ
北区東田端二丁目３番１０号 １０１
北区堀船三丁目９番１号

電話番号
03-5963-5741
03-3910-5870
03-3915-2418
03-3910-5124
03-3914-6841
03-5390-1901
03-3911-6739
03-3598-3743
03-3598-1278
03-3901-7136
03-3893-9220
03-3913-0665

荒川区
㈱熊谷工務店
㈲倉田商事
㈱赤川商会
㈲伊藤工業所
㈱木村設備工務所
㈱スリーアイ
山内工業㈱
㈲黒川設備工業
㈱門脇工務店
㈲モリタ住宅設備
㈲則竹工業所
㈲牧野工業所
㈱山田設備工業所
宮澤工業所
㈱ＭＵＧＥＮＳＨＡ
新堀工業
㈲テイエスクリエート
㈲剣持工業
㈱ＲＥＣ
㈲平和設備工業所
㈱リード
山一建設㈱
㈱秋山管工建設
㈱冨田設備
㈱コスモ設備
日研産業㈱
㈲佐久間設備
㈲テクノトライ
トライサービス
関口水道工事店

荒川区荒川一丁目１０番８号
荒川区荒川二丁目２９番２号
荒川区荒川三丁目２９番７号
荒川区荒川四丁目４３番８号
荒川区荒川五丁目３８番１０号
荒川区荒川六丁目５１番５号
荒川区荒川六丁目５３番５号
荒川区西尾久一丁目２番３号
荒川区西尾久三丁目２番２号
荒川区西尾久五丁目２６番２０号
荒川区西尾久六丁目４番１１号
荒川区西尾久七丁目１０番１０号
荒川区西尾久七丁目２３番１０号
荒川区西尾久七丁目３８番７号
荒川区西尾久七丁目５８番１４号
荒川区西尾久八丁目１１番４号
荒川区西尾久八丁目１３番２号
荒川区西尾久八丁目１６番４号
荒川区西日暮里二丁目２２番３号
荒川区西日暮里二丁目３４番２号
荒川区西日暮里四丁目４番１０号
荒川区西日暮里四丁目１２番１０号
荒川区西日暮里四丁目２３番３号
荒川区西日暮里五丁目２９番６号
荒川区西日暮里五丁目３２番１０号
荒川区西日暮里六丁目２０番６号
荒川区西日暮里六丁目４５番１３号
荒川区東尾久一丁目２８番１５号
荒川区東尾久一丁目２８番１５号
荒川区東尾久一丁目２９番８号
㈲テラスマート＆ソリューションズ 東京営業所 荒川区東尾久一丁目３３番９号
石井設備工業所
荒川区東尾久二丁目２１番１５号
小泉設備
荒川区東尾久二丁目４２番４号
柳沼設備
荒川区東尾久三丁目９番１４－４０２号ダイアパレスベリウェール町屋
㈲城倉水道工事店
荒川区東尾久三丁目１１番２１号
㈱クリエイト
荒川区東尾久四丁目１０番１２号
㈱関設備工業
荒川区東尾久四丁目２９番１７号
㈲雄光設備
荒川区東尾久六丁目３８番８号
クリーン設備工業
荒川区東尾久八丁目２８番１号
三菱電機システムサービス㈱ 荒川サービスステーション 荒川区東尾久八丁目４６番５号
新潮設備㈱
荒川区東日暮里一丁目９番１２号
㈲荒川設備
荒川区東日暮里一丁目２４番５号
羽根工業所
荒川区東日暮里三丁目２６番５号
㈱ユタカ電機
荒川区東日暮里三丁目４３番９号
㈱カトー住設
荒川区東日暮里三丁目４５番２号
㈱タナカ水道
荒川区東日暮里四丁目１１番１２号
㈱美津村設備工業
荒川区東日暮里五丁目１０番４号
青木工業㈱
荒川区東日暮里六丁目３１番６号
松本工業所
荒川区東日暮里六丁目４８番１２号
㈲広水設備工事
荒川区町屋一丁目１０番４号
㈱マチヤ設備工業
荒川区町屋一丁目１５番４号
㈱ウォーターライフサポート
荒川区町屋一丁目１６番１４号
㈲早乙女工業所
荒川区町屋二丁目９番１５号
㈲小松水道工業所
荒川区町屋四丁目２０番５号
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048-752-4926
03-3803-5631
03-3807-5833
03-3891-2325
03-3895-9511
03-6240-8510
03-3895-8798
03-3893-6859
03-3893-3908
03-3893-3723
03-3893-0646
03-3894-6606
03-3893-2351
03-3893-5192
03-3800-5170
03-3893-0714
03-3800-5215
03-6914-7388
03-3803-2400
03-3801-7287
03-3822-0220
03-3822-1234
03-3821-5061
03-5615-2092
03-3802-3271
03-3800-5151
03-3891-0869
03-3800-3343
03-3800-3343
03-3892-8572
03-3894-6516
03-3892-5792
03-3810-6170
03-3894-6087
03-3895-0141
03-3310-6131
03-3893-3675
03-3800-4982
03-3800-1431
03-3809-5081
03-3803-2401
03-5850-4132
03-3801-2066
03-3891-0195
03-3806-0044
03-3807-3657
03-3806-8261
03-3802-3664
03-3891-5770
03-3895-1083
03-3892-4810
03-5838-1367
03-3895-1754
03-3895-1556

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
石山土木工業㈱
和気製作所
㈱西村設備
㈱光設備工業
㈱三企
㈱平口工業所
㈱筑波汽缶
㈱サンエート
㈱山岸テクノサービス
中村工業所
㈲山中工業所
日新興業㈱
㈲鈴木工業所

所
在
地
荒川区町屋五丁目５番１６号
荒川区町屋六丁目３番１２号
荒川区町屋七丁目３番８－３０１号
荒川区町屋七丁目８番８号
荒川区町屋七丁目２１番５号
荒川区町屋八丁目５番１１号
荒川区町屋八丁目１１番１５号
荒川区町屋八丁目１３番２号
荒川区南千住二丁目１５番７号
荒川区南千住五丁目２７番１４号
荒川区南千住五丁目３０番１１号
荒川区南千住七丁目１５番１１号
荒川区南千住七丁目２７番１６号

㈱明治土木
オータス
須田工業所
㈲フジエアサービス
アクアトランス㈱
㈲紀の国屋住設
㈲宮本工業所
㈲高力設備
㈱振東工業 板橋営業所
㈲曽根田工業所
㈲林設備工業所
㈲加藤工業所
小俣工業所
㈱協新管工
谷電器商会
浅野設備
旭化成ライフライン㈱
㈱アクシス
㈱木村工業
㈲ダート・オフ
㈱サクラ
電温サービス
倉工業㈱
㈲遠藤設備
サカエ管工
㈲サンフラワー
㈱水工房 板橋営業所
㈱建水社
㈱旭工業所
桶川工業㈱
㈲横山管工
㈱椿工業所
エアコンプラント工業㈱
久米水道工業所
ＪＭＳ㈱
㈲永谷工業所
㈱林商会大東ハウス
㈲桶傳工業所
㈱関口屋設備
㈱アペックス
㈲伊藤設備工業所
㈱スズデン
三悦工業㈲
㈲二階堂設備工業
日新設備
中村管工事工業㈲
㈱中川工業

板橋区赤塚二丁目６番４号
板橋区赤塚二丁目２９番１５号
板橋区赤塚二丁目３５番５号
板橋区赤塚三丁目３３番１１号
板橋区赤塚四丁目９番３４号
板橋区赤塚四丁目３１番３号
板橋区赤塚四丁目３２番１０号
板橋区赤塚四丁目３７番８号
板橋区赤塚六丁目１番２３号
板橋区赤塚六丁目２５番２４号
板橋区赤塚八丁目４番３３号
板橋区泉町７番４号
板橋区泉町３０番１３号
板橋区板橋一丁目１０番４号
板橋区板橋一丁目４４番２号
板橋区板橋一丁目４５番１号

電話番号
03-3892-0666
03-3895-0053
03-6458-2162
03-3895-5900
03-3895-5555
03-3893-1330
03-3892-6355
03-3895-2848
03-5850-8866
03-3807-7750
03-3801-5002
03-3803-2315
03-3807-1887

板橋区

パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 東京北サービスセンター

㈲大信設備工業
㈲松尾設備
㈲垣内工業
㈲福一興業
川上設備

03-3930-8611
03-6904-0034
03-3930-2123
03-3975-5856
03-3930-4597
03-3938-5611
03-3930-0347
03-5968-4570
03-3939-6131
03-3939-0526
03-5998-1941
03-3960-4476
090-3506-3504
03-3964-8460
03-3964-0881
03-3961-9534
板橋区板橋一丁目４８番１７号 協立コーポレーション第２ビル４階 03-5944-1235
板橋区板橋二丁目８番１２号
03-6915-5994
板橋区板橋二丁目１３番１号
03-3962-7675
板橋区板橋二丁目２３番６号
03-3964-0543
板橋区板橋二丁目３８番１０号
03-3962-8527
板橋区板橋二丁目５３番１７号
03-3579-3390
板橋区板橋二丁目６５番４号
03-3964-8551
板橋区板橋三丁目４１番３号
03-3962-7029
板橋区板橋三丁目６１番２号
03-3961-1984
板橋区板橋三丁目６５番６号
03-3962-6105
板橋区板橋四丁目２１番４号
03-3915-8266
板橋区大原町３６番１８号
03-3968-0451
板橋区大谷口一丁目４８番８号
03-3972-4535
板橋区大谷口上町８５番１号 桶川ビル
03-3974-6111
板橋区大谷口北町１８番１号
03-3958-5260
板橋区大山金井町９番４号
03-3955-8606
板橋区大山金井町４３番８号
03-3554-2101
板橋区大山町３７番３号
03-3956-0403
板橋区大山町４３番１２号
03-6905-6153
板橋区大山西町５０番７号
03-3956-5226
板橋区大山西町５４番１２号
03-3956-0188
板橋区大山西町６９番１号
03-3956-5060
板橋区大山東町３７番８号
03-3961-3245
板橋区上板橋二丁目１９番６号
03-3933-7151
板橋区上板橋三丁目２３番４号
03-3931-7551
板橋区熊野町３番３号
03-3959-9851
板橋区熊野町１１番１３号
03-3956-4517
板橋区熊野町３０番４号
03-3973-1118
板橋区小茂根二丁目２番１４号
03-5926-9105
板橋区小茂根二丁目１８番９号
03-3956-4288
板橋区小茂根二丁目１８番１０号
03-6312-0011
板橋区小茂根三丁目１０番７号
03-3974-2255
板橋区小茂根四丁目１２番１２号
03-3956-7333
板橋区小茂根五丁目３番１号
03-3957-0861
板橋区小茂根五丁目１５番２２号
03-3972-3381
板橋区小茂根五丁目１７番１２号
03-6683-2250
板橋区幸町１番１６－９０５号 ローヤルハイツ
03-3958-8584
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
板橋水道工業所
㈲大東設備
進和総業㈱
杉山設備
ハシモト綜合設備
渡辺プレッシャー製作所㈱
信和興業㈱
春日設備工業
小宮工業所
オンセイ工業㈱
㈲菊水設備工業
アネス㈱ 板橋支店
小林管工事工業㈱
大岩工業㈱
ｎｔ ｓｔｙｌｅ ｗｏｒｋｓ㈱本店
見田外構工事㈲
㈲蓮根住設
森住環境工房
㈱佐々木工業
㈲小谷野管工
（同）アイタスホーム
㈱シルバーファーストプロジェクト
㈲菊川管工
㈱春日産業
㈲ダン設計
三倉工業㈱
岩瀬設備工業所
スギタ設備
オオニワ設備工業
奥田営繕設備
日本総合住生活㈱ 東京北支店
髙一建設㈱
㈲今屋クリーンズ
㈱手塚設備工業
共栄バルブ工業㈱
㈱森設備工業所
佐竹建設㈱
池松空調工業㈱
㈱トーニチ
㈲ケーエヌ興業
㈱クラフトホーム
㈲大木工業所
㈱鹿沼工務店
青池設備工業
㈱今田工業 板橋事務所
㈲針谷工業所
㈱貫井工業
三喜建設㈱
㈱トラスト
曽根住設
渡邊企画設計
ココプラント㈱
㈲中島管工業所
㈱アスキュー
㈱双信工業 徳丸支店
戸間設備工業所
浅香工業
東立工業㈱
㈱トップライフ
森山工業㈱
徳丸管工㈱
㈲石田工業
三倉建設㈱
㈲Ｗa－Ｒ－Ｐ
早川管工
東神ホームサービス㈱
㈱不二設備

所
在
地
板橋区栄町５番８号
板橋区坂下一丁目１３番７号
板橋区坂下一丁目１８番１１号
板橋区坂下二丁目１番１－５０３号
板橋区坂下二丁目１番１-１００９号けやき台ハイツ１号棟
板橋区坂下二丁目７番１３号
板橋区坂下二丁目１３番８号
板橋区桜川二丁目２８番２５号 クレストカスガ１０Ｃ
板橋区桜川二丁目２８番２７号
板橋区清水町５０番１７号
板橋区清水町８６番２号
板橋区志村一丁目１８番４号
板橋区志村一丁目２７番９号
板橋区志村二丁目２２番４号
板橋区志村三丁目４番１１号
板橋区志村三丁目３１番４号
板橋区新河岸一丁目１８番１２号
板橋区新河岸二丁目１９番２１号リネスビル３０２
板橋区高島平一丁目７番１６号
板橋区高島平一丁目１４番１３号
板橋区高島平一丁目２６番１１－４０３号
板橋区高島平一丁目４５番５号
板橋区高島平一丁目４８番５号
板橋区高島平一丁目４９番１８号
板橋区高島平一丁目７８番１０号 ７１１
板橋区高島平二丁目５番２号
板橋区高島平二丁目５番１４号
板橋区高島平二丁目６番１０号
板橋区高島平二丁目１０番１５－３０８号
板橋区高島平二丁目２６番７－５２１号
板橋区高島平二丁目３２番２号
板橋区高島平四丁目２４番４号
板橋区高島平四丁目２９番１５号
板橋区高島平五丁目３番６号 １０３
板橋区高島平五丁目６番１１号
板橋区高島平五丁目６番１３号Ｂ棟１０５室
板橋区高島平五丁目４６番１６号
板橋区高島平五丁目５１番４号
板橋区高島平七丁目１４番９号
板橋区高島平七丁目１７番１２号
板橋区高島平七丁目３９番６号
板橋区東新町一丁目１２番３号
板橋区東新町一丁目１４番１２号
板橋区東新町一丁目２５番５号
板橋区東新町二丁目３２番３号
板橋区東新町二丁目３５番４号
板橋区東新町二丁目４１番７号
板橋区常盤台三丁目３番５号
板橋区常盤台三丁目２６番１１号
板橋区常盤台四丁目５番１７号
板橋区常盤台四丁目７番１５－２０５号
板橋区徳丸一丁目４３番１６号
板橋区徳丸一丁目４４番１号
板橋区徳丸一丁目４４番４-３０５号
板橋区徳丸一丁目４９番２号
板橋区徳丸二丁目３番１２号
板橋区徳丸二丁目７番１６号
板橋区徳丸二丁目７番２４号
板橋区徳丸二丁目１１番１５号
板橋区徳丸二丁目１８番２５号
板橋区徳丸三丁目１３番８号
板橋区徳丸三丁目１３番８号
板橋区徳丸三丁目１８番８号
板橋区徳丸三丁目３２番３１号
板橋区徳丸三丁目３８番２０号
板橋区徳丸四丁目１４番１８号 ニューハイム徳丸１０１
板橋区徳丸四丁目１６番１１号
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電話番号
03-3961-6507
03-3936-7362
03-3967-3238
03-5392-0227
03-3960-6500
03-3969-6681
03-5970-3986
03-5398-2290
03-5398-7745
03-3964-2660
03-3963-0483
03-3969-4896
03-3966-0857
03-3966-3710
080-9880-4407
03-5916-4470
03-3934-0304
03-3979-3615
03-3937-1095
03-3936-2657
0120-447-109
03-3934-2774
03-3550-1613
03-3935-0611
03-5398-7671
03-3550-2821
03-3931-3129
03-6906-9036
03-5398-6468
03-6915-7691
03-3936-2036
03-3975-6765
03-3938-4396
03-3939-5534
03-3976-3641
03-6904-2046
03-3975-1400
03-3979-4921
03-5998-0621
03-3975-8324
03-5888-5380
03-3956-7411
03-3972-3617
03-3959-0182
03-3530-3351
03-3956-5383
03-6803-0386
03-3960-1101
03-3967-6626
03-3933-3048
03-4405-8500
03-3550-5771
03-3934-4444
03-3937-6444
03-3936-4321
03-3933-3410
03-6789-0071
03-5922-3800
03-3934-2498
03-3934-7888
03-3932-1040
03-5922-5545
03-3932-3225
03-6782-1173
03-3935-1467
03-3932-9981
03-3934-6466

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
ａｉ住設
㈱ホシナ設備
㈲大西設備工業
㈱みのる設備
㈱東京中央設備
栄幸建設工業㈱
常陸舗道㈲
㈱ウォーターワークス
伸幸商会
㈲東建設備
菅工業所
㈱グレイト
藤原設備
東京電気総合設備㈱
東洋管工設備㈲
㈱フソー
稲毛設備
ＴＡＫＥＵＣＨＩ㈱ 成増支店
重設工業㈱
㈲吉廣工務店 東京支店
秋山商会
㈱新・陽
㈱上田工業
幸榮設備工業㈱
㈲新水工業所
㈱村松設備
㈱軽部住設
渡辺エンジニア
㈲宮田設備
㈲岩渕工務店
東栄設備㈱
㈲千葉工業
㈲フロントライン
㈲ワタナベ設備
板橋鑿泉工業㈲
㈲タスカル
平川工業所
㈲ジャスティス
協立設備工業㈱
㈱板橋水道設備
トクダビル総合㈱
桒原設備工業所
ＴＨＲＥＥ Ｂｅａｒ’ｓ㈱
水道・設備 シマダ
㈲スガイ住設
松丸管工㈱
三登建設㈱ 板橋営業所
床井設備
㈲遠藤工業所
㈲東京管工サービス
㈲井戸藤工業
白鳥設備
㈱シンクテック
㈲Ｏ．Ｓ．Ｓ．工業
前野工業㈱
第五冷暖房㈱
㈲柏工業所
㈱野山配管
㈲榎本工業所
㈲信栄設備
石津工業㈱
㈱ワールド 東京支店
㈲ハウス設備工業
㈱北幸設備工業
㈱クラシアン板橋支社
酒井設備
天間建設㈱

所
在
地
板橋区徳丸四丁目２０番２５号ギュウスファイン１０９
板橋区徳丸五丁目１２番１号
板橋区徳丸五丁目２８番９号
板橋区徳丸六丁目２番１３号
板橋区徳丸六丁目８番２８号
板橋区徳丸六丁目１３番１２号
板橋区徳丸六丁目３５番９号
板橋区徳丸六丁目４９番９号
板橋区仲宿１９番２号
板橋区中台一丁目６番１４号
板橋区中台一丁目３３番２号
板橋区中台一丁目３６番２－１０２号
板橋区中台一丁目５４番６号
板橋区中台二丁目２３番１３号
板橋区仲町１４番１３号
板橋区中丸町８番９号
板橋区中丸町５０番５号
板橋区成増一丁目２８番１２号
板橋区成増二丁目５番３号グリーンヒルＢ１Ｆ
板橋区成増二丁目１７番３１号
板橋区成増二丁目２９番８－１０３号ファミール成増グラシア
板橋区成増三丁目４７番４号
板橋区成増三丁目５１番１２号
板橋区成増四丁目１８番１２号
板橋区成増四丁目２５番１４号
板橋区成増四丁目２８番１９号
板橋区成増五丁目５番１３号
板橋区西台一丁目１８番２－５０５号
板橋区西台一丁目３１番８号
板橋区西台二丁目３番２１号
板橋区西台二丁目３８番２号
板橋区西台三丁目４０番９号
板橋区西台四丁目３番１９号
板橋区蓮沼町７９番１２号
板橋区蓮根一丁目２９番１３号
板橋区蓮根二丁目７番２号 ２０１
板橋区蓮根二丁目２２番５号
板橋区蓮根三丁目１１番２７号
板橋区蓮根三丁目２１番１号
板橋区東坂下一丁目１９番２３号２０２
板橋区東山町３２番１号
板橋区東山町３８番３号
板橋区氷川町１番１６号 氷川ビル５階
板橋区氷川町４０番７号
板橋区富士見町１７番８号
板橋区富士見町３０番１４号
板橋区舟渡一丁目８番１４号
板橋区舟渡一丁目１３番１０－７０６号
板橋区舟渡二丁目２０番７号
板橋区本町４番１０号
板橋区本町１９番１０号
板橋区本町１９番１３号
板橋区本町２０番８号 ３０１
板橋区本町４１番９号ＫＴハウス本町１Ｆ
板橋区前野町二丁目１８番１０号
板橋区前野町二丁目１８番地１０号
板橋区前野町三丁目５番３号
板橋区前野町三丁目１２番７号
板橋区前野町四丁目２番３号
板橋区前野町五丁目３０番１２号
板橋区前野町六丁目８番２４号
板橋区三園一丁目１２番６号 １０３室
板橋区三園一丁目１２番１５号
板橋区三園一丁目３６番１号
板橋区三園一丁目４４番１３号
板橋区三園二丁目１４番３号
板橋区三園二丁目１６番６号
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電話番号
0120-447-109
03-3932-3631
03-5945-7344
03-6906-4356
03-3932-1534
03-3936-8753
03-3934-1396
03-5922-3650
03-3962-9513
03-3933-6888
03-3932-1908
03-5945-9010
03-6751-5989
03-6912-3313
03-5966-6037
03-3974-1918
090-7263-0826
03-5968-5411
03-5998-1006
03-5904-4755
03-6904-1576
03-3939-6718
03-3977-2494
03-3975-3993
03-3939-3771
03-3938-6806
03-3930-5872
03-3934-0069
03-6906-8869
03-3935-7526
03-3934-9637
03-3932-8896
03-6785-3777
03-3967-5590
03-5916-4016
03-5392-3892
03-3967-1043
03-3960-0171
03-3969-7611
03-5916-1900
03-3972-8088
03-3959-0754
03-6915-5139
03-3964-0777
03-3961-2117
03-3961-0366
03-3960-6394
03-5392-0229
03-3967-6188
03-3963-0603
03-3961-5165
03-5248-1782
03-5248-7978
03-6909-6291
03-6454-5611
03-3967-8621
03-3960-4860
03-3965-8972
03-3967-6211
03-3960-2301
03-3966-3258
03-3979-4161
03-3938-1482
03-3979-6002
03-3939-8631
03-3939-2586
03-5968-3350

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈲大村工業所
㈱ライクス ときわ台営業所
㈱天城興業
㈱ヒビヤト
金寿建設㈱
㈲谷郷設備
㈱富士見工業
㈲双葉工業所
てらかど設備
わーくす
㈲曽根田設備
㈱岡村設備
北野工業㈲
㈱田口建設事務所
㈲白子建設
㈱亜久亜プランニング
米丘設備

所
在
地
板橋区南常盤台二丁目８番９号
板橋区南常盤台二丁目１９番１６号
板橋区宮本町４３番８号
板橋区向原二丁目７番７号
板橋区向原三丁目３番３号ヒルズ向原２０１
板橋区大和町１６番５号
板橋区大和町１６番６号
板橋区大和町４１番２１号
板橋区弥生町６６番３号
板橋区四葉一丁目１番５号 ３０９
板橋区四葉一丁目１１番３号
板橋区四葉一丁目２４番３号
板橋区四葉一丁目２５番１５号
板橋区四葉二丁目１１番３号
板橋区四葉二丁目１１番３号
板橋区四葉二丁目１５番８号
板橋区四葉二丁目２１番６号

㈲伊崎衛生工業社
黒田企画事務所
㈱サンヒルズ建築設計
㈲成塚設備工業 営業所
㈱岩浪興業社
㈱幸和設備
野口工業
塚本設備㈱
小島管工
共成管工
㈲トーワアート社
㈱もたい設備工業 大泉営業所
㈲村瀬設備
アクロス設備工業㈱
㈲小林設備工業
三瓶管工事工業㈱
東洋設備工業
㈱大誠工業
㈲大泉熱工業所
㈲永新工業
㈲半田水道設備
㈲システムプラミングちの
ＴＳ設備㈲
㈲ノリセツ
丸大工業㈱ 東京支店
㈲山設企画
Ｋ’ｓ須藤設備㈱
㈲寺崎工業
岡田設備工業㈱
㈲樋口水道工業
㈲藤幸設備
㈲坂本住設
㈱菊地設備
丸ノ内工業㈱
㈱新設備
㈲千代田建創
㈱西原設備
前田設備工業
圏央設備㈱
㈱カツキ設備
㈲アイコー設備
エーワンエンジニアリング㈱
美里設備
森設備
㈱アスファシリティ
㈱親和設備
㈱日本水工社
㈱みやび管工
モレイク

練馬区旭丘一丁目３４番２号
練馬区旭丘一丁目６４番７－３０５号
練馬区旭丘一丁目６５番１２号
練馬区旭町一丁目１２番１８号 あさひハイツ
練馬区旭町一丁目１８番２号
練馬区旭町一丁目１８番２１号
練馬区旭町一丁目３７番８号
練馬区旭町二丁目２５番２０号石田ビル１０１
練馬区旭町三丁目４番１３号
練馬区旭町三丁目２７番１０号
練馬区大泉学園町二丁目２７番３８号
練馬区大泉学園町三丁目２３番３号
練馬区大泉学園町四丁目１０番９号
練馬区大泉学園町四丁目１５番３０号
練馬区大泉学園町四丁目１８番２７号
練馬区大泉学園町四丁目２７番７号
練馬区大泉学園町五丁目２番１８-８０３号
練馬区大泉学園町五丁目９番１３－２０１号
練馬区大泉学園町五丁目２９番１号
練馬区大泉学園町五丁目３０番３９号
練馬区大泉学園町六丁目８番１７号
練馬区大泉学園町六丁目８番２２号
練馬区大泉学園町六丁目９番１０号
練馬区大泉学園町六丁目２８番２６号
練馬区大泉学園町七丁目５番３号
練馬区大泉学園町七丁目７番１０号
練馬区大泉学園町七丁目２３番１９－１０１号
練馬区大泉学園町八丁目２番２８号
練馬区大泉学園町八丁目２３番１１号
練馬区大泉町一丁目１３番１４号
練馬区大泉町一丁目２４番１１号
練馬区大泉町一丁目５６番３号
練馬区大泉町二丁目９番２０号
練馬区大泉町二丁目２６番１号
練馬区大泉町二丁目２９番２０号
練馬区大泉町二丁目３５番１０号
練馬区大泉町二丁目４２番１６号
練馬区大泉町二丁目５８番１６号
練馬区大泉町三丁目３８番４８号シティコーポ２－２０１
練馬区大泉町三丁目３９番１１号
練馬区大泉町四丁目１６番３号
練馬区大泉町四丁目１９番１４号
練馬区大泉町四丁目３６番１号
練馬区大泉町四丁目３８番１３号 フォンテーヌヨコヤマ４０６
練馬区大泉町四丁目４５番２号
練馬区大泉町四丁目４６番１２号
練馬区大泉町五丁目１０番１号１Ｆ
練馬区大泉町五丁目１０番１号２Ｆ
練馬区大泉町五丁目２０番８号 Ｂ－２

電話番号
03-3956-2061
03-3972-3495
03-3969-0654
03-3973-6789
03-3554-0738
03-5375-1766
03-3962-8688
03-5248-3656
03-6789-2029
03-3934-5405
03-3976-0321
03-6795-4894
03-5997-5080
03-5967-7348
03-5967-7366
03-5997-0507
03-5967-7607

練馬区
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03-3952-0518
03-3952-5736
03-3950-8822
03-5997-7736
03-3930-6261
03-6794-6702
03-3975-4151
03-6909-8721
03-3930-1554
03-3930-8696
03-3921-7661
03-5935-4270
03-6767-5544
03-5577-4281
03-3978-3571
03-3924-1047
03-5387-6224
03-6794-0450
03-3921-0809
03-3978-0461
03-5387-0291
03-3925-4630
03-3923-6779
03-3924-3099
03-5933-3862
03-5936-4855
03-6315-9760
03-3867-3812
03-3921-3061
03-3921-7689
03-3925-8565
03-5387-2272
03-3923-9536
03-5933-3001
03-3924-8101
03-3921-3237
03-3922-6692
03-6686-7980
049-287-4889
03-3933-2314
03-3978-3581
03-3923-9251
03-3867-0774
03-3924-6069
03-5935-9669
03-3923-1521
03-6904-6024
03-6904-6208
03-3978-0388

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱三真工務店
田中工業㈱
㈱増子工業
東海施設工業社
㈱相互設備
設樂 拓雄
共潤サービス㈱
㈱コーゲン
神部空調工業㈱
㈲アクア設備
㈱小林工業所
㈲深川設備工業
松原管設㈱
㈱ｅ・ｔａｐ
福山建設㈱
山下設備工業
㈲ハマダ設備工業
㈲三雄幹設備工業
㈲竹原工業
光工業
㈲入山設備
㈱住まいる設備
尾方工業㈱
共立工事㈱
㈲仙南工業
㈲大山
㈱西浦工業所
㈱栄製作所
立花建設㈱
エステー工業
㈱三共
㈲飯塚設備
森井工業所
㈱平辻工業
㈱鈴木工業所
小山設計
㈲信登
㈱ナベカン
㈱岩本設備
㈲丸芝設備
アイチ・メンテサービス㈱
㈱鈴木設備工業
ニッポー工業㈱
㈱ソニック
奥村設備工業
㈲村山設備
㈱吉中水道設備
㈱ｐｌａｎ２
㈲金沢工業所
㈱総設
㈲アライ住設
㈱金子水道設備
三英建設㈱
㈲黒子工業所
積和建設東東京㈱
伊奈工業所
グリッタ
本多工業所
ウエスト
入江設備工業所
㈱レイダン
㈱唐沢工業所
日章テック㈱
北斗設備㈱
茂木メンテナンス
東海設備㈱
アイホサービス 関町営業所

所
在
地
練馬区大泉町五丁目３２番５号
練馬区春日町一丁目３２番６号
練馬区春日町二丁目１４番２９号 コーポミホ１Ｆ
練馬区春日町四丁目４番１－１０２号
練馬区春日町四丁目３１番７号
練馬区春日町四丁目３２番１９号
練馬区春日町四丁目３５番５号
練馬区春日町六丁目１２番１号クレール春日町３０１
練馬区上石神井一丁目１９番６号
練馬区上石神井二丁目１７番３号
練馬区上石神井二丁目２２番１６号
練馬区上石神井二丁目３７番３１号
練馬区上石神井三丁目１０番１０号
練馬区上石神井三丁目２５番地５号２１３
練馬区上石神井南町５番２０号
練馬区上石神井南町１２番９号
練馬区北町二丁目２９番１９号
練馬区北町二丁目３１番１６号
練馬区北町二丁目３５番３－１０２号
練馬区北町二丁目３８番１５号 ５１２
練馬区北町三丁目１７番１８号
練馬区北町五丁目１０番２１号
練馬区北町五丁目１５番１６号
練馬区北町七丁目６番３０号
練馬区北町七丁目７番１２号 １１２
練馬区北町八丁目８番９号
練馬区向山三丁目１番４１号
練馬区向山四丁目３５番１１号
練馬区向山四丁目３５番１８号
練馬区小竹町一丁目７３番１１号
練馬区栄町３２番３号
練馬区桜台一丁目３６番１８号
練馬区桜台二丁目４３番３号
練馬区桜台三丁目３１番１３号
練馬区桜台四丁目５番８号
練馬区桜台六丁目２４番１６号
練馬区桜台六丁目２７番１０号
練馬区桜台六丁目３６番５号
練馬区下石神井二丁目１４番１４号
練馬区下石神井二丁目１５番２２号
練馬区下石神井二丁目３３番５号１階
練馬区下石神井二丁目３４番１２号
練馬区下石神井三丁目３番３号
練馬区下石神井三丁目４番１０号
練馬区下石神井三丁目１３番３号
練馬区下石神井三丁目３７番５号
練馬区下石神井四丁目２８番１２号 ３０２
練馬区下石神井五丁目６番３１号
練馬区下石神井六丁目４４番１４号
練馬区石神井台二丁目４番１７号
練馬区石神井台四丁目１４番２９号
練馬区石神井台六丁目３番２２号
練馬区石神井台七丁目１８番１６号
練馬区石神井町一丁目１１番２号
練馬区石神井町二丁目８番１５号
練馬区石神井町二丁目１８番１－１０６号
練馬区石神井町五丁目６番８号 コーポ富岡１０５
練馬区石神井町六丁目９番１５号
練馬区石神井町七丁目１７番４号 コーポ富岡１０２
練馬区石神井町八丁目２１番１７号
練馬区関町北一丁目２０番１７－１０１号
練馬区関町北一丁目２６番１号
練馬区関町北二丁目１番５号
練馬区関町北二丁目２３番１１号
練馬区関町北二丁目２４番９号
練馬区関町北二丁目２９番８号 第二双葉ビル２Ｆ
練馬区関町北二丁目３１番１１号
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電話番号
03-3923-2057
03-3998-1972
03-5879-6680
03-3970-6834
03-3990-1900
03-3970-5529
03-3998-6716
03-5848-7367
03-3929-8838
03-3929-0017
03-3929-0402
03-3929-0015
03-3920-9143
03-5939-7260
03-3920-7208
03-3594-1022
03-6768-7873
03-3937-0388
03-6909-7654
03-5398-3845
03-3932-0481
03-3395-5871
03-3932-1811
03-3932-5381
03-3931-6255
03-5921-2321
03-5848-4594
03-3998-9595
03-3998-8753
03-6763-0874
03-3993-4435
03-5999-5510
03-3948-3984
03-3994-3412
03-3992-5753
03-3948-4901
03-3993-3823
03-3993-5133
03-6913-2046
03-3997-6171
03-6913-2801
03-5316-8988
03-3996-7001
03-6913-3620
03-3996-3168
03-3995-6341
03-5910-5840
03-6794-3837
03-3996-9507
03-3996-1949
03-5934-4647
03-3924-3506
03-3929-5111
03-3996-1312
03-5372-6521
03-5393-8200
03-3904-3443
03-3996-4711
03-6750-6956
03-3997-1239
03-5903-8710
03-3920-2449
03-3928-5536
03-3929-8511
03-3920-2033
03-5903-5911
03-5903-9964

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈲ヤマケイ建設
関東産業㈱
アイホサービス
安田㈱ 東京支店
㈱松野設備
日産住設㈱
共立設備工業㈱
鈴建工業㈱
㈱クラシアン 練馬支社
㈱タイキ
茂木ポンプ工業㈱
㈱シンエイ設備
㈲ライフ設計
㈱小泉設備社
㈱セイシン
㈱豊伸工業
坂東工業㈱
㈱石井設備
緑水興業㈱
池田建設㈱
見目工業
㈲カトー設備
秀武工業㈱
諏訪管工
㈱日高設備工業
㈱谷口設備
㈱ケー・エス・アイ
㈱東都ホーム
塩野工業
山上水道設備
㈱明邦空調
㈱ホーム・エンジニアリング
㈱山方商事
近田設備工業所
谷川設備
㈱モリウチ住設
㈲千進ホームサービス
㈱マブチ設備
㈱入山
㈱渡辺設備工業
㈲マコト設備
㈱ワークスコジマ
㈱小島工業所
㈲仲條工業所
細野商事㈱
㈲新井衛生設備工業所
伊達工業所
堀山設備㈱
栃木設備
㈱システムこまざき
㈲菅原工業所
㈲大同住器工業
大山工業所
㈲神藤ポンプ工業所
全秀工業㈱
東京土木㈱
五十嵐工業㈱
酒井設備
新和工業㈱
小池工業所
㈱泰同 練馬支店
㈱ケンコー
ｉｐｅｘ㈱
㈲エイムワン
㈱深野水道設備
アクアテック㈱
㈱ＳＡＮＫＹＯクリエート

所
在
地
練馬区関町北二丁目３３番７号
練馬区関町北二丁目３４番６号
練馬区関町北三丁目２３番２９－１０１号
練馬区関町北五丁目８番５号
練馬区関町北五丁目１５番５号
練馬区関町東一丁目１３番６号
練馬区関町東一丁目１３番１１号
練馬区関町南一丁目１２番１号
練馬区関町南二丁目３番１７号
練馬区関町南二丁目８番４４号
練馬区関町南三丁目６番１５号
練馬区関町南三丁目８番６号
練馬区関町南四丁目１３番３０号
練馬区高野台一丁目１５番２号
練馬区高野台二丁目４番７号
練馬区高野台二丁目４番７号２階
練馬区高野台二丁目７番２１号
練馬区高野台二丁目９番８号
練馬区高野台二丁目１６番１３号
練馬区高野台二丁目２４番７号
練馬区高野台四丁目１１番２１号
練馬区高野台五丁目１１番９号
練馬区高松二丁目２番１３号
練馬区高松二丁目２３番９号
練馬区高松三丁目２番１１号
練馬区高松三丁目３番１２号
練馬区高松三丁目１３番４号
練馬区高松三丁目１８番２６号
練馬区高松三丁目２２番２６号
練馬区高松四丁目７番２１号
練馬区高松四丁目２３番５号
練馬区高松五丁目７番３号
練馬区高松五丁目７番９号
練馬区高松五丁目１７番４号
練馬区高松六丁目１番３－３０１号
練馬区高松六丁目２番１８号
練馬区高松六丁目４番２４号
練馬区高松六丁目３８番１６号
練馬区田柄一丁目２１番４号
練馬区田柄一丁目２９番２５号
練馬区田柄二丁目８番３号
練馬区田柄二丁目９番２号
練馬区田柄二丁目１１番１０号
練馬区田柄二丁目１３番１４号
練馬区田柄二丁目３２番２４号
練馬区田柄三丁目２番６号
練馬区田柄三丁目１２番５号
練馬区田柄三丁目１７番２２号
練馬区田柄三丁目１８番１６号
練馬区田柄三丁目１９番３号
練馬区田柄三丁目２５番２０号
練馬区田柄三丁目３０番２７号
練馬区田柄四丁目６番１３号
練馬区土支田一丁目５番１号
練馬区土支田一丁目２０番１６号
練馬区土支田一丁目２８番１４号
練馬区土支田一丁目３７番１７号
練馬区土支田二丁目８番１８号
練馬区土支田二丁目３８番１０号
練馬区土支田三丁目７番３号
練馬区土支田三丁目２３番３号
練馬区土支田三丁目２４番１８号
練馬区土支田四丁目９番１号
練馬区豊玉上二丁目５番７号
練馬区豊玉上二丁目２４番１４号
練馬区豊玉上二丁目２４番１９号
練馬区豊玉北三丁目１３番２号継成ビル１階

34/46

電話番号
03-5991-6190
03-3920-2627
03-5903-9964
03-5991-7161
03-3920-8037
03-3920-2381
03-3920-8875
03-3920-1240
03-3928-4331
03-5927-6500
03-3920-1369
03-5903-8120
03-5991-9171
03-3995-5355
03-3997-7567
03-6913-3293
03-5923-0107
03-3904-3101
03-5910-7732
03-5393-5566
03-3996-3041
03-3996-4644
03-3970-7569
03-3999-8876
03-3926-9439
03-5971-5222
03-5848-2152
03-3999-2981
03-5934-0609
03-6763-1101
03-3926-1267
03-5393-5100
03-3904-5231
03-3997-1458
03-6913-3527
03-6906-6406
03-5910-7346
03-5905-5659
03-3930-8987
03-3938-4952
03-5848-7074
03-6314-7290
03-3930-1336
03-3939-1829
03-3939-0318
03-3990-8280
03-3970-0441
03-3825-7183
03-3998-6155
03-3998-0268
03-3825-6290
03-3926-4620
03-3998-7262
03-3924-6823
03-3995-4356
03-3939-0220
03-3922-8001
03-6885-7534
03-3921-5281
03-3978-6500
03-6767-6301
03-5935-6744
03-6904-4301
03-6915-8835
03-3993-6255
03-3937-5755
03-6914-9777

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
加藤水道㈱
賀納設備㈱
常廣設備工業㈱
久留設備工業㈱
アローガスプランニング㈱
㈱不二テクア
㈲宇和建設工業
㈱西尾工業
㈱ヒグチ
㈲スズケン
㈱東豊工業
早川工業㈱
㈱上杉設備
㈱東京空調
丸山電設工業㈱
㈲平山設備
㈲西島工業所
㈲オールライフ
㈱浜工業
㈱ヤマサ工業
㈱テイクサービス
㈱伊藤住設
㈱磯野商事 東京支店
㈲増根住設 東京支店
㈱ホープ
㈱ＧＯＯＤ
シティー工業㈱
㈱サンコウ設備
㈲ファイン 練馬店
二孝建設㈱
松尾設備
㈱クリーン工業
㈱ＰｌｕｍｂｅｒＧｕｙ
㈱立早
㈲守屋俊光
アキヱ建築事務所
㈱絆設備興業
鉾田工業所
㈱富張設備
㈱井上設備

所
在
地
練馬区豊玉北四丁目１３番１０号
練馬区豊玉北五丁目２５番１号
練馬区豊玉北六丁目１４番１号
練馬区豊玉中一丁目５番８号
練馬区豊玉中一丁目１３番２号
練馬区豊玉中一丁目１７番３号２階
練馬区豊玉中二丁目１３番４号
練馬区豊玉中二丁目１８番９号
練馬区豊玉中二丁目２７番５号
練馬区豊玉南二丁目２１番８号
練馬区豊玉南二丁目２３番９号
練馬区中村一丁目６番２０号
練馬区中村一丁目８番２号
練馬区中村二丁目１０番２号
練馬区中村二丁目１８番９号
練馬区中村三丁目４番１０号
練馬区中村北一丁目１７番１７号
練馬区中村北二丁目２６番９号
練馬区中村南三丁目１１番２号
練馬区中村南三丁目１９番８号
練馬区西大泉一丁目７番２号
練馬区西大泉一丁目１５番８号
練馬区西大泉一丁目３０番７号
練馬区西大泉二丁目１９番２８号
練馬区西大泉二丁目２２番２３号
練馬区西大泉三丁目２３番２２号
練馬区西大泉三丁目２９番１４号
練馬区西大泉四丁目３番４２号
練馬区西大泉四丁目７番１２号
練馬区西大泉四丁目９番２号
練馬区西大泉四丁目１０番３２号
練馬区西大泉四丁目１３番１０号
練馬区西大泉四丁目２７番１号
練馬区西大泉五丁目１番２７号
練馬区西大泉五丁目１０番３０号
練馬区西大泉五丁目１７番２６号
練馬区西大泉六丁目１４番３号
練馬区錦一丁目４番１５号
練馬区錦二丁目２番１号
練馬区錦二丁目１５番６号
東京ガスライフバルＴＡＫＥＵＣＨＩ㈱ 練馬支店 練馬区錦二丁目１８番１５号
小田工業㈱
練馬区錦二丁目２２番１４号
㈱ハシモト
練馬区貫井一丁目１５番１０号
練馬水工房
練馬区貫井一丁目２４番５号
山口設備
練馬区貫井二丁目１４番２３号
㈲五十嵐設備工業所
練馬区貫井三丁目６番６号
㈲丸忠
練馬区貫井三丁目８番３号
㈱チェイス
練馬区貫井四丁目１４番１９号
㈱富士工務店
練馬区貫井四丁目１７番２２号
㈲南工業所
練馬区貫井四丁目２９番５号
水巧設備
練馬区貫井四丁目４７番４２号
笹原工業㈱
練馬区練馬一丁目３３番１０号
泉幸工業㈱
練馬区練馬三丁目２番８号
㈱サト商ビルフレックス
練馬区練馬三丁目２４番６号
㈱加藤興業 東京営業所
練馬区羽沢二丁目２９番６号
㈲石井工業所
練馬区羽沢三丁目３番４号
㈱ユアテック
練馬区羽沢三丁目２６番６号アーデンハイム１Ｆ
㈱シンヨー
練馬区羽沢三丁目３３番１３号
斉藤設備工業所
練馬区早宮一丁目４７番１７号
ＮＡ ＰＬＡＮＮＩＮＧ
練馬区早宮一丁目４９番１１号
㈲アイシン設備
練馬区早宮二丁目６番１９号
野沢工業所
練馬区早宮二丁目２５番１３号
コイデ設備㈱
練馬区早宮四丁目９番４号
㈲上原工業
練馬区早宮四丁目２５番９号
和光工業㈱
練馬区早宮四丁目２５番１７号
㈱小池設備工業所
練馬区東大泉一丁目１２番２５号
㈲大三燃料
練馬区東大泉一丁目１７番１１号
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電話番号
03-3991-4521
03-3992-0356
03-3948-1131
03-3993-1951
03-5999-7307
03-3993-1377
03-3992-3066
03-3991-6273
03-5999-0800
03-3993-5477
03-3991-4770
03-5848-7607
03-3998-2252
03-3825-3421
03-3926-1831
03-3926-2133
03-3926-2994
03-3577-7656
03-3990-1661
03-3970-6901
03-6766-6460
03-3921-5263
03-3978-7705
03-3978-7018
03-3921-3737
03-5905-1562
03-3978-2553
03-3921-7389
03-5387-2671
03-6904-5090
03-5387-6408
03-3978-9152
03-6764-1078
03-3922-0010
03-3867-6245
03-6875-3606
03-5656-5411
03-3931-7280
03-3934-0710
03-3937-7166
03-3931-3201
03-3931-2341
03-3825-3161
03-3998-7108
03-3999-3103
03-3999-5966
03-3926-1577
03-3999-9746
03-3926-9710
03-3926-2244
03-5241-4547
03-3991-6706
03-6915-8322
03-3993-5265
03-5912-9222
03-3994-5438
03-5946-1193
03-3993-2549
03-3994-3255
090-1553-9266
03-3948-7212
03-3990-8421
03-3992-8774
03-3992-3350
03-3992-1934
03-3922-1324
03-3922-6241

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
アイワ住宅設備協同組合
㈱Ｇ－メンテナンス
瀧島商事㈱
㈲細田設備
㈱マナカ
㈱折茂熱学
泉工業㈱
㈱アシスト
大泉ポリバスセンター
㈱メンテナー
㈲川戸設備
㈱ケーズリビング
山川工業
㈲政庄
㈱進栄
㈲清水空調設備
田中工業所
FMD
小松建設㈱
カンミ工業㈱
㈱振東工業
武田設備工業
鈴木設備工業㈱
㈲兼清工業所
日本防水工業㈱
㈱薄井設備
㈱総合住設
㈲Ｗ・Ｅ工業
㈱ケーアイ
加藤設計事務所
㈲清野工業所
共栄土木㈱
㈲能登設備工業
㈱リバティサービス
三信電設㈱
㈲高松設備工業所
㈲光南工業
㈱篠﨑設備
大寿設備工業㈱
藤由設備
㈲小林管工
㈲井口製作所
㈲日置設備工業
㈲大東総業
深野工業所
㈲関根工業所
横田設備工業㈱
㈲大泉住宅設備
三菱電機システムサービス㈱ 練馬サービスステーション

㈲川俣設備
㈱アール・アイ・ケイ設備
㈱練馬水道設備
㈲江田設備工業所
㈲美綺設備
㈱チェイス 三原台支店
北進工業㈱
八千代設備工業所
横山設備工業所
㈱ＴＥＮＺＡＮ
齋藤工業㈱
㈲大東興業
東京北研㈱
石橋設備
㈱平井設備
中島工業㈱
富士ストリーム㈱
㈲横沢工業

所
在
地
練馬区東大泉一丁目１７番１１号
練馬区東大泉一丁目２６番１２号
練馬区東大泉一丁目３０番７号
練馬区東大泉二丁目１３番４号
練馬区東大泉三丁目７番１５号
練馬区東大泉四丁目３番６号 田口ビル２階
練馬区東大泉四丁目１９番５号
練馬区東大泉四丁目２４番１号
練馬区東大泉五丁目４１番２３号
練馬区東大泉六丁目７番２０号
練馬区東大泉六丁目４７番６号 ２Ｆ
練馬区東大泉六丁目４９番１２号
練馬区東大泉七丁目１３番７号
練馬区光が丘三丁目７番８号 ５０３
練馬区氷川台三丁目２５番４号
練馬区氷川台三丁目２６番１３号
練馬区氷川台四丁目８番１５号
練馬区富士見台一丁目４番２号－１０４室
練馬区富士見台二丁目２９番８号
練馬区富士見台二丁目４０番２５号
練馬区富士見台三丁目２３番３号
練馬区富士見台四丁目９番１号
練馬区富士見台四丁目１３番２７号
練馬区富士見台四丁目２０番１８号
練馬区富士見台四丁目４３番５号
練馬区平和台一丁目１５番２号
練馬区平和台一丁目２８番１１号
練馬区平和台二丁目１１番１号 １０４
練馬区平和台二丁目２２番１１号
練馬区平和台二丁目２７番７号
練馬区平和台二丁目２８番５号
練馬区平和台二丁目４８番１４号
練馬区平和台三丁目９番１０号
練馬区平和台三丁目１１番９号
練馬区平和台四丁目１８番１５号
練馬区南大泉一丁目７番２号
練馬区南大泉一丁目７番２号
練馬区南大泉一丁目１５番２１号
練馬区南大泉一丁目１８番５号
練馬区南大泉一丁目１８番５号
練馬区南大泉一丁目４４番２８号
練馬区南大泉二丁目１番８号
練馬区南大泉二丁目１番５３号
練馬区南大泉二丁目３１番１５号
練馬区南大泉二丁目３４番１８号
練馬区南大泉三丁目３番３２号
練馬区南大泉三丁目７番２４号
練馬区南大泉四丁目１１番２号
練馬区南大泉五丁目１８番６号
練馬区南大泉六丁目１７番４号
練馬区南田中一丁目８番１０号
練馬区南田中三丁目２８番６号
練馬区三原台二丁目１番１７号
練馬区三原台二丁目１１番２０号
練馬区三原台三丁目８番３号
練馬区谷原一丁目７番１４号
練馬区谷原一丁目７番１５号
練馬区谷原一丁目２０番２号
練馬区谷原二丁目１番１８号
練馬区谷原二丁目４番３号
練馬区谷原二丁目５番２５号
練馬区谷原二丁目６番３８号
練馬区谷原二丁目８番７号 １０３
練馬区谷原二丁目１３番８号
練馬区谷原三丁目７番７号
練馬区谷原三丁目８番３２号
練馬区谷原五丁目１４番１７号
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電話番号
03-3925-1007
03-5933-3727
03-3923-0031
03-3922-1898
03-3923-3516
03-5387-8100
03-3922-5635
03-3925-6664
03-3922-3904
03-5934-4041
03-5947-4222
03-5936-9131
03-3921-9438
03-3976-7873
03-3931-2500
03-3933-9428
03-3933-6635
03-3825-0026
03-3990-8578
03-3999-1188
03-3990-7127
090-6197-7133
03-3998-2354
03-3926-2028
03-3998-8721
03-3931-0971
03-3932-4117
03-5936-6962
03-3550-7481
03-6755-9371
03-3933-1243
03-3550-5791
03-3933-9252
03-5922-3166
03-3937-1571
03-3978-4830
03-3978-4830
03-3925-3263
03-3921-4726
090-1547-0988
03-3922-4455
03-3923-2003
03-3921-6824
03-3978-4993
03-3924-6341
03-3924-3955
03-3921-6990
03-3922-4083
03-3921-8660
03-3924-0669
03-3997-6422
03-3577-9711
03-3922-0259
03-3922-3675
03-5905-0812
03-6760-2657
03-3995-5072
03-3996-1816
03-5272-3212
03-3995-6468
03-3997-2970
03-5910-8211
03-5372-0883
03-3995-0231
03-3995-3818
03-3997-2391
03-3997-6036

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
野口水道
㈱新井設備企画

所
在
地
練馬区谷原五丁目２２番６号
練馬区谷原六丁目１８番２１号

年工業
河原実業㈱
㈱泉ポンプ製作所
親富工業㈱
東信工業㈱
㈱日本アクアプラント
㈱藤田工業
㈱ジャパンテクノサービス
志水建設設備㈱
山崎設備工業所
㈱ブリッジ
㈲ヤマオカ工業
㈱Ｒｅｆａｃｔｏｒｙ
㈱村上工業
ヤオキン商事㈱ 住宅設備部
坂田工業㈱
荒川管工
ヤオキン商事㈱
㈲川﨑設備工業
第一管工㈱
㈲鈴木工業所
㈱うえすぎ住設
ＫＫＳファシリティーズ㈱
㈲アヤセガスウォーター
㈲山田興業
㈲丸和設備
秀恵設備㈲
㈲トーゴ設備設計
㈲梅沢水道工業
末柄工業㈱
㈲松井設備工業所
㈱櫻木管工
東興業
小出工業所㈱
㈱たるみ工業
㈱手塚工業
㈲クリア住設
㈱テクノ工業
㈲廣伸管工
足立建設工業㈱ 足立支店
北立建設工業㈱ 足立支店
大成設備工業
㈲渡辺設備工業所
アコー設備工業㈱
㈱Ｒ＆Ｒ設備工業
東洋設備㈱
ウザワ住宅設備㈱
吉本工業
寿建設㈱
㈲星野企画
㈱竹内工務店
㈲村田住設
㈱岡部工業所
㈲新星工業
㈱Ｋ・Ｇ・Ｂ
㈱プランナー
㈱アトム
西海石工業所
㈲黒川機水 足立支店
㈲大千代工業
㈱八嶋設備工業所
㈱野口管工設備
㈱マキノ水道
㈱松江電機

足立区青井一丁目５番１４号
足立区青井一丁目１３番１２号
足立区青井二丁目１５番２８号
足立区青井三丁目４番１２号
足立区青井三丁目１２番１０号
足立区青井四丁目２２番１０号
足立区青井四丁目４６番５号
足立区青井六丁目３番１６号
足立区青井六丁目１７番２５号
足立区足立一丁目２０番６号
足立区足立一丁目２４番１６－２０２号
足立区足立一丁目３８番３号
足立区足立二丁目５番４号
足立区足立三丁目４番８号
足立区足立三丁目９番３号
足立区足立四丁目５番４号
足立区足立四丁目９番１４号
足立区足立四丁目２８番１０号
足立区綾瀬一丁目１３番１２号
足立区綾瀬二丁目３６番２号
足立区綾瀬三丁目１２番１２号
足立区綾瀬三丁目１８番２２号
足立区綾瀬三丁目２４番６号 佐山ビル２階
足立区綾瀬四丁目１０番１号
足立区綾瀬五丁目１２番２号
足立区綾瀬五丁目２２番６号
足立区綾瀬六丁目３番６－２０８号
足立区綾瀬六丁目１５番１１号
足立区綾瀬六丁目２５番１２号
足立区綾瀬六丁目２７番６号
足立区綾瀬六丁目３３番１２号
足立区伊興一丁目１番１５号
足立区伊興一丁目６番５号 ４１４
足立区伊興一丁目６番２７号
足立区入谷一丁目４番１号
足立区入谷三丁目１４番２０号
足立区入谷五丁目１０番５号
足立区入谷五丁目１０番５号
足立区入谷七丁目１９番５号
足立区入谷八丁目９番９号
足立区入谷九丁目１４番１号
足立区入谷九丁目３０番３０号
足立区梅島一丁目２５番２２号
足立区梅島一丁目２７番１１号
足立区梅島二丁目２３番６号３０１
足立区梅島三丁目３３番１号
足立区梅田二丁目８番７号
足立区梅田二丁目２１番１６号
足立区梅田三丁目８番１４号
足立区梅田五丁目９番２３号
足立区梅田六丁目１３番３号
足立区梅田六丁目２１番８号
足立区梅田七丁目２８番５号
足立区扇一丁目２２番１８号
足立区扇一丁目３１番２３号
足立区扇三丁目１１番８号
足立区扇三丁目１９番１号
足立区大谷田一丁目１番１０号 ５０３
足立区大谷田一丁目７番４号 滝本荘３号室
足立区大谷田一丁目１１番５号
足立区大谷田一丁目３１番９号
足立区大谷田二丁目３番３５号 ４号棟１０１号
足立区大谷田二丁目１８番３号
足立区大谷田二丁目２５番４号

電話番号
03-3997-5464
03-6795-3312

足立区
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03-5681-6081
03-3849-4411
03-3852-5381
03-6806-3188
03-3849-5357
03-3889-2623
03-3889-5656
03-5681-7743
03-3886-0504
03-3886-1290
03-5888-5307
03-5888-5506
0120-787-287
03-3886-2203
03-3849-2555
03-3889-5404
090-5212-8728
03-3849-2555
03-3601-5741
03-3603-1786
03-3605-5560
03-3629-6078
03-3628-0066
03-3605-2568
03-3605-2876
03-3605-0415
03-3629-1335
03-3628-7562
03-5856-0012
03-3606-4141
03-3606-0336
03-5647-8295
03-3890-9536
03-3853-1683
03-3857-1256
03-5856-8473
03-3857-2190
03-3857-1321
03-3897-6719
03-3899-0121
03-3897-7500
03-3893-1580
03-3887-0058
03-3848-3705
03-5888-6380
03-3887-2252
03-3848-3736
03-5888-7061
03-3848-1361
03-3886-4007
03-3848-1164
03-3886-5811
03-3886-1704
03-5691-5591
03-5647-6343
03-3857-6024
03-3855-1330
03-3629-0282
03-3605-1852
03-3605-5853
03-3605-2787
03-6382-8880
03-3629-6568
03-3601-9837

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱ファミリー工房
金子水道設備㈱
環境設計研究所
㈲鈴昭設備
アルマライド
弘和工業㈱
㈱水興社
㈱エムエイ
㈲アイケー設備
㈲寺原設備工事
㈲新六工業
㈱阿部水道設備
㈲萩原設備
大塚工業
㈲木村設備工業
㈱水工房
㈲タック設備
㈲関中水道
㈲ワタベ
拓進設備工業㈱
㈲山口パイプ工業
㈲ネオ・システム
㈱アクアシーテック
㈲渋谷商事
㈱関東設備工業
㈲アキタ
ベスト住設㈱
㈲石渡工業所
ＳＷＩＮＧ
㈱江四住宅設備
㈱中村設備工務店
㈱アクアパートナー
盛工業
河野設備設計
㈲ＯＫＩ．プランバー
㈱齊藤総合設備
㈱コージ建設
㈱栗原設備
㈱程田建設
㈲東伸設備工業所
髙橋興業㈱
㈱新光工業
塚越設備
やんま㈱
㈲鹿浜水道工業所
ワタナベ設備
㈲若林設備
㈲エコー設備
㈲エスティー三栄
永井水道工業㈱
㈱佐藤設備工業 東京東営業所
㈱アクアパートナー
渡部設備
㈱スターチス
英和設備
㈱松原工業
㈲モロイ
産栄空調㈱
㈱カレント
支店
㈱カレント
㈲ヤマブキ設備
ライフ住宅設備
大和工業㈱
㈲會田設備工業所
㈲上野工業所
㈲日本勧営
㈱Ｗａｔｅｒ Ｗｏｒｋｓ

所
在
地
足立区大谷田四丁目１番２０号
足立区大谷田四丁目１８番８－１０２号
足立区大谷田五丁目２番１３号
足立区大谷田五丁目２６番８号
足立区大谷田五丁目２９番１１号
足立区大谷田五丁目２９番１６号
足立区興野一丁目１７番１２号
足立区興野二丁目２５番３号
足立区興野二丁目２７番６号
足立区興野二丁目３０番１４号
足立区興野二丁目３１番５６号
足立区興野二丁目３１番５６号
足立区小台一丁目７番１７号
足立区小台二丁目２１番４号 大塚方
足立区小台二丁目５２番４号
足立区加賀一丁目５番４号
足立区加賀二丁目１６番３号
足立区加賀二丁目２６番５号
足立区加平一丁目７番１９号
足立区加平一丁目２１番１３号
足立区加平二丁目１４番１４号
足立区栗原二丁目２０番８号
足立区栗原三丁目１０番１９－９０１号
足立区栗原三丁目２２番１４号
足立区栗原三丁目２５番１６号清水ビル１０１号
足立区弘道二丁目１２番２号
足立区江北二丁目２９番１５号
足立区江北二丁目３５番６号
足立区江北三丁目５４番２号
足立区江北四丁目２５番８号
足立区江北四丁目３１番２１号
足立区江北七丁目６番１４号 ４０２
足立区江北七丁目２７番１２号 ４０５
足立区古千谷本町一丁目１番１４号
足立区古千谷本町二丁目１９番１号
足立区古千谷本町三丁目５番１４号
足立区佐野一丁目２１番１号
足立区佐野一丁目２８番６号
足立区佐野二丁目２０番９号
足立区佐野二丁目４３番２５号
足立区皿沼一丁目３番１０号
足立区皿沼一丁目５番６-２０１号
足立区皿沼二丁目１３番６号
足立区鹿浜二丁目３番７号
足立区鹿浜三丁目７番１２号
足立区鹿浜四丁目９番１５号
足立区鹿浜四丁目１１番８号
足立区鹿浜四丁目１３番８号
足立区鹿浜四丁目１６番１８号
足立区鹿浜七丁目５番１０号

電話番号
03-5849-5561
03-3629-3219
03-5682-6492
03-3606-0728
03-6873-7606
03-3606-2386
03-3849-6239
03-5837-4798
03-3854-4448
03-3855-2883
03-3898-5630
03-3856-3771
03-3927-3695
03-3911-2947
03-3911-5887
03-3857-4738
03-3857-9611
03-3853-6429
03-5682-2884
03-3629-0530
03-5697-4948
03-3884-7631
03-3848-2809
03-3898-5546
03-6803-1163
03-3849-5318
03-3890-6651
03-3890-0895
03-3854-7228
03-3898-8678
03-3854-5031
03-5837-5061
03-3856-5134
03-5691-0116
03-3897-0810
03-3856-6175
03-3629-6910
03-5613-1750
03-3629-0563
03-3620-4773
03-5809-5583
03-5647-6004
03-5647-6150
03-5838-7740
03-3899-4564
03-3857-5588
03-3897-8660
03-5856-9393
03-3890-5472
03-5647-6768
足立区鹿浜七丁目２５番１５号 第１５まさひろ商事ビル１０１号 03-6807-1697
足立区鹿浜七丁目２６番９号
03-5837-5062
足立区鹿浜八丁目１番１４号
03-5691-1616
足立区島根二丁目１３番２０号
03-5686-1328
足立区島根二丁目３２番１９－１０５号
03-5381-5953
足立区島根四丁目３２番２号
03-5851-1267
足立区島根四丁目３２番１２号
03-3885-1369
足立区新田二丁目４番２１号
03-3912-9406
足立区新田三丁目２５番１０号
03-3912-7680
足立区新田三丁目２９番１－１３１０号
03-3912-7680
足立区神明二丁目５番１２号
03-3605-4085
足立区神明三丁目１番８号
03-5682-5967
足立区神明南一丁目４番３号
03-3620-7700
足立区神明南二丁目３番２５号
03-3605-4820
足立区神明南二丁目１１番１４号
03-3628-2678
足立区関原一丁目２１番１５号
070-5551-1835
足立区関原二丁目２２番１７号
03-3849-3165
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
細川設備工業㈱
久保設備工業サービス
斎木水道工業
佐藤水道工業所
㈱Ａoba
㈱アクシス
㈲トシ設備
㈲小柴工業所
㈱第一冷暖房
システマック㈱
明和設備㈱
㈱新井組
㈱管工堂
千住工業所
㈲田辺水道工事店
菅原水道工業所
長沼工業所
㈱青山工務店
清新設備
㈱安蒜設備工業所
㈲足立工業所
㈱浮田設備
㈲柳沢ビルサービス
東京ガスオールワンエナジー㈱
内田建設㈱
㈱梅島工務店
㈱宏南建設
㈱小池設備工業
㈱水建企画工業
足立設備管理㈱
菊崎住設㈱
㈲シアンズ
神明工業（同）
㈱ミタリア
㈲宇井工業
㈲真誠工業
㈱イングコジョー
㈱ＭＫ工業
㈲中田商店
㈱久保水道
㈱第一清管
㈱東京文化総業
東京リフレッシュ㈱
千葉住設
小林設備工業
㈲進拓工業
㈱大勝テック
ＫＯＵ設備設計
㈱親和設備
サトウ
関原工業所
六水工業
小杉設備
㈲笹井工業
㈱青路商会
㈲アルファ技建サービス
カワヒロ設備工業㈱ 足立営業所
飯田水道工業
㈱ＴＯＹＯ
㈲松井水道工業所
㈲岩立水管
㈲協進建設
㈱タルミ
成東建設㈱
梅園設備
大東設備工業㈱
㈲鍵山設備

所
在
地
足立区関原二丁目４２番８号
足立区関原三丁目１番２号
足立区関原三丁目４番３号
足立区関原三丁目２３番１４号
足立区千住一丁目２４番３号
足立区千住三丁目６番 ランドステージ北千住２０１
足立区千住五丁目１６番６号
足立区千住大川町４１番７号
足立区千住河原町２３番４号
足立区千住河原町２４番１号
足立区千住河原町２６番１２号
足立区千住桜木一丁目９番９号
足立区千住中居町１２番１５号
足立区千住仲町３番７号
足立区千住橋戸町４４番地
足立区千住緑町一丁目２０番８号
足立区千住緑町二丁目５番１号
足立区千住宮元町７番４号
足立区千住元町２９番１２号
足立区千住元町３１番４号
足立区千住柳町３３番１８号
足立区竹の塚二丁目２２番１０号
足立区竹の塚三丁目４番２号
足立区竹の塚五丁目２番６号
足立区竹の塚五丁目６番５号
足立区竹の塚五丁目３４番１５号
足立区竹の塚五丁目３６番２１号
足立区竹の塚六丁目１４番１５号
足立区辰沼二丁目７番９号
足立区中央本町二丁目１４番１７－３１８号
足立区中央本町三丁目１０番２６号
足立区中央本町四丁目１４番２５号
足立区椿一丁目３番９片岡ハイツ１０１号
足立区東和二丁目８番１－１０５号
足立区東和三丁目８番１３号
足立区東和三丁目１６番１１号
足立区東和四丁目２４番１５号
足立区舎人一丁目１０番１２号
足立区舎人一丁目１４番９号
足立区舎人二丁目４番１０号
足立区舎人二丁目１１番１５号
足立区舎人三丁目６番７号
足立区西綾瀬二丁目７番９号
足立区西綾瀬二丁目２３番１２号 やまき荘１０２号
足立区西綾瀬三丁目３０番９号
足立区西新井一丁目３８番１７号
足立区西新井二丁目１番１８号
足立区西新井四丁目３番１０号
足立区西新井四丁目４番３号
足立区西新井四丁目２１番６－１０３号
足立区西新井四丁目２６番３７号
足立区西新井四丁目２６番３７号
足立区西新井四丁目３８番１２号
足立区西新井四丁目４０番１号
足立区西新井四丁目４２番８号
足立区西新井五丁目４２番２０号
足立区西新井栄町二丁目１８番３号 リバーホワイト２-Ａ号室
足立区西新井栄町二丁目２１番３号
足立区西新井栄町三丁目２番８号
足立区西新井栄町三丁目１１番２号
足立区西新井本町一丁目２４番２６号
足立区西新井本町一丁目２４番２６号
足立区西新井本町四丁目７番６号
足立区西新井本町四丁目２２番１２号
足立区西伊興一丁目１５番１２号
足立区西伊興三丁目１５番２２号
足立区西保木間二丁目４番１２号
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電話番号
03-3849-7221
03-3852-2590
03-3887-4294
03-3887-5106
03-5244-6386
03-5813-7730
03-3888-2064
03-3881-7325
03-3881-1121
03-5888-4331
03-3870-2425
03-3882-7011
03-5284-8841
03-3882-3638
03-3881-4487
03-3881-4167
03-3888-3863
03-3882-2468
03-6806-1878
03-3882-0514
03-3881-3513
03-3850-7637
03-3858-1997
03-3858-1151
03-3858-6282
03-3883-3726
03-5831-2261
03-5831-5925
03-5613-0567
03-3856-9655
03-3886-6030
03-3848-4212
03-5809-4391
03-5682-8406
03-3606-3204
03-3629-9748
03-3620-0606
03-6801-6765
03-3899-5373
03-3890-1220
03-3853-7715
03-3899-6433
03-3889-7144
090-9659-9909
03-3886-3794
03-3898-3071
03-3856-2870
080-3170-3722
03-3896-6389
080-5013-8898
03-3897-5318
03-3853-7973
03-6914-9337
03-3896-6055
03-3899-6254
03-6803-1651
03-3886-3139
03-3887-0784
03-3852-3311
03-3886-4712
03-3854-3138
03-5851-5790
03-3890-5021
03-5838-2591
03-3857-5203
03-6773-4948
03-3885-4360

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈲沖工業
大津設計事務所
㈲増子水道工事店
菅原水道工業所 花畑店
㈲東洋商事
宇田庄園 花畑営業所
㈱日本フロントテック
㈱リスト
㈱伸和建設
㈱プラミング
関山水道
㈲日豊設備工業
㈲水浩設備
㈱ＫＥ設備
㈱エムティケー
㈱藤田工業
㈱足立リビング
㈱伊興直井商店
富士文化電機㈱
㈲三恵設備工業
アミノ住設
興新工業㈱ 足立事業所
エステイ建設㈱
㈲出山工業所
㈲アクアエンジニア
㈱ドムス
㈱リバテック
㈲陽川工業
㈱富張興業
エリア㈲
㈲源田水道工業所
今ここ
㈲イイダホーム設備
エヌ・エー設備㈱
東京管工機材㈱
ヨシダ水道センター
白岩建設㈱
㈱協和日成 第二事業部事業開発課
ＲＥ・ＢＯＸ㈱
㈱大三
㈲佐賀建設
カンノ工業㈱
㈱ライクス 足立営業所
本田設備リフォーム
東伸電器販売㈲
庄山設備工業
奥村床暖房
㈱林工業
東京セントラルヒーティング工業㈱
㈲大森興業
㈱結志工業
㈱東真水道工務店
ＳＵＧＡ設備
笹嶋興業㈱
㈱渋沢建設工業
㈲菅栄建設
北村水道設計
㈱大森住設
共和建装㈱
㈲東和設備
㈱中村建設
ＲＯＤＥＯ㈱
㈱田口産業
㈲エフ・ジェー設備
蒲原燃料住宅設備㈱
ワタベ水道
東栄設備

所
在
地
足立区西保木間二丁目５番１２号
足立区西保木間二丁目６番２１号
足立区花畑一丁目５番２号
足立区花畑一丁目２５番６号
足立区花畑二丁目１４番２号
足立区花畑三丁目１５番９号

ＴＯＨＹＡＭＡＭＡＮＳＩＯＮ

ＨＡＮＡＲＩＵＭ１０２号室

足立区花畑三丁目２４番１２号
足立区花畑三丁目３３番２号第１０竹すしビル５０２号室
足立区花畑三丁目３９番３号
足立区花畑四丁目３０番１７号
足立区花畑四丁目３４番７号
足立区花畑八丁目１４番２号
足立区東綾瀬一丁目１５番１９号
足立区東綾瀬一丁目１６番１５号
足立区東綾瀬一丁目２９番１１号
足立区東綾瀬二丁目３番３号
足立区東綾瀬三丁目７番８号
足立区東伊興一丁目３番１０号
足立区東伊興二丁目１番１０号
足立区東保木間一丁目１番１号
足立区東保木間一丁目１３番９－２０１号
足立区東保木間一丁目２４番８号
足立区東保木間二丁目１８番４号
足立区東六月町６番１１号
足立区一ツ家一丁目１７番１号
足立区一ツ家一丁目２０番１６号
足立区一ツ家一丁目２２番２１号
足立区一ツ家一丁目２８番１号
足立区一ツ家二丁目１３番４号
足立区一ツ家三丁目９番１７号
足立区日ノ出町３６番地１０
足立区平野一丁目１８番２５号
足立区平野一丁目２６番２０号
足立区平野二丁目４番１１号
足立区平野二丁目８番２号
足立区平野三丁目４番２号
足立区保木間一丁目１０番４号
足立区保木間一丁目１１番１７号
足立区保木間二丁目１１番１号
足立区保木間二丁目１３番７アイディパレス渕江１Ｆ
足立区保木間二丁目２０番１２号
足立区保木間五丁目３４番１７号
足立区保塚町３番１０号
足立区保塚町１１番１９号
足立区南花畑一丁目２番２８号
足立区南花畑一丁目１５番１号
足立区南花畑一丁目１８番１８号
足立区南花畑二丁目３番４号
足立区南花畑二丁目１５番１号
足立区南花畑二丁目２０番１３号
足立区南花畑二丁目４６番６号
足立区南花畑三丁目４番２号
足立区南花畑三丁目４番１７号
足立区南花畑三丁目１８番４号
足立区南花畑三丁目３４番２０号
足立区南花畑三丁目３４番２０号
足立区南花畑四丁目３５番９号
足立区南花畑五丁目３番地１５号第３岡田ビル１０１号室
足立区宮城一丁目２番７号
足立区宮城二丁目８番３号
足立区六木一丁目２番１０号
足立区六木一丁目２番１０号
足立区六木一丁目３番２２号
足立区六木一丁目８番７号
足立区六木一丁目１１番１１号
足立区六木三丁目１番１１号
足立区六木四丁目６番２７号
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電話番号
03-3850-9405
03-3850-2751
03-3884-4799
03-3884-5904
03-3884-3275
03-3860-9177
03-5851-7676
03-5856-7183
03-3860-6671
03-5856-4998
03-3860-7200
03-3859-9939
03-3628-5033
03-5673-5072
03-5613-1707
03-5682-8115
03-3605-6637
03-3897-6771
03-3897-2593
03-3859-6146
03-3885-0885
03-3858-3310
03-3885-9518
03-3883-1253
03-3850-5299
03-5831-0789
03-5851-3555
03-5831-2681
03-3859-9008
03-6277-8998
03-3881-9981
03-6882-1908
03-3840-3651
03-5242-1751
03-3883-6626
03-5242-8710
03-3885-8861
03-3884-0631
03-3884-7801
03-5831-1670
03-3860-6685
03-3850-1671
03-3883-1850
03-5242-0424
03-3885-1938
03-3883-0191
03-5242-5144
03-3858-5031
03-5686-1238
03-3883-2883
03-5856-7114
03-3884-0252
03-3859-6515
03-3850-8994
03-5831-2172
03-3858-2442
03-3860-5274
03-5856-7514
03-3913-1946
03-3913-3981
03-5697-7290
03-5697-9217
03-3629-4546
03-3628-6607
03-3605-2488
03-3628-6002
03-5697-3301

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈲日英水道工事店
㈱聡建
㈱世林
㈲フクタニ
もちき設備
川島設備工業
㈲関口屋
玉紘工業㈱
㈲石島設備工業所
㈲一功
㈲岸本機器設備
㈱菅田設備工業所
ティエヌビー建設㈱
根本設備㈱ 東京支店
㈲福永設備
㈱ＬＲ
大高設備工事㈱
イズミ㈱
㈱大基建設
智栄水道㈲

所
在
地
足立区六木四丁目７番２２号
足立区六木四丁目９番２６号
足立区本木一丁目８番１４号
足立区本木一丁目２３番４号
足立区本木東町１３番１３号
足立区本木南町２０番８号
足立区本木南町２７番１号
足立区谷中一丁目１番１７号
足立区谷中一丁目３２番１０号
足立区谷中五丁目４番６号
足立区谷中五丁目１０番１８号
足立区柳原二丁目３１番９号
足立区六月二丁目２１番１８号
足立区六町二丁目２番２２号
足立区六町二丁目３番３号
足立区六町二丁目６番２３号－１０２
足立区六町三丁目２番１２号
足立区六町三丁目１２番２０号
足立区六町四丁目３番６号
足立区六町四丁目３番２４号

兼本工業㈱
日本総合住生活㈱ 城北支店
東京ガス葛飾エナジー㈱
ウォーターリード㈱
タカムラ設備
櫛田水道工業所
㈲廣瀬工業
野村工業所
㈱澁田工業
㈲佐久間水道設備
㈱ライズ
㈱山溪緑地
総和設備工業㈲
㈱アックア設備
㈱マツヤ
㈱希リフォーム
三協設備㈱
永井建設㈱
新幸工業㈱ 葛飾支店
白井水工社
山内管設工業㈱
林住宅設備
富士産業㈱
東京日化サービス㈱ 東部営業所
㈱シゲヤマ
㈲川﨑建設
㈱丸二工務店
㈱柴又管工 小岩営業所
㈱ケイティーエス
㈱住宅機器ハシモト
設備設計ミヤカワ
㈱ヒトナス
田中工業所
田中設備事務所
㈲衛生設備ヴァン
富士設備
星綾電気設備㈱
川村工業㈱
㈲稲葉住設
㈲吉岡水道設備
㈱岡田建興ジェイシー
金子水道メンテナンス
㈱シー・アイ・シーアクアテック
二村工業所
葛飾ガス住宅設備機器㈱
アロネシア㈱

葛飾区青戸二丁目６番１０号
葛飾区青戸三丁目１１番
葛飾区青戸四丁目２番８号
葛飾区青戸四丁目８番１３号
葛飾区青戸四丁目８番２４号
葛飾区青戸四丁目１４番１７号
葛飾区青戸四丁目２６番２４号
葛飾区青戸五丁目１９番１号
葛飾区青戸五丁目２９番７号
葛飾区青戸七丁目７番１７号
葛飾区青戸八丁目５番１５号
葛飾区青戸八丁目５番１６号
葛飾区奥戸一丁目１８番９号
葛飾区奥戸一丁目２０番４号
葛飾区奥戸二丁目３０番１９号
葛飾区奥戸六丁目１６番１４号
葛飾区奥戸八丁目６番６号
葛飾区お花茶屋一丁目３番５号
葛飾区お花茶屋三丁目８番１８号
葛飾区金町三丁目３番１号
葛飾区金町四丁目２４番３号
葛飾区金町五丁目２番１４号
葛飾区金町五丁目２６番１０号
葛飾区鎌倉一丁目１９番１４号
葛飾区鎌倉二丁目７番８号
葛飾区鎌倉三丁目４番１号
葛飾区鎌倉三丁目３２番６号
葛飾区鎌倉四丁目３２番９号
葛飾区亀有一丁目１３番１号
葛飾区亀有二丁目３２番２６号
葛飾区亀有三丁目２番５－６０６号 ラ・プリエ
葛飾区亀有三丁目１５番１０号ツインビル・Ｓ３階３Ｃ号室
葛飾区亀有三丁目３２番３２号
葛飾区亀有三丁目３２番３２号
葛飾区亀有四丁目２５番１３号
葛飾区亀有四丁目４０番６号
葛飾区小菅一丁目１０番３号
葛飾区小菅一丁目１０番１５号
葛飾区小菅一丁目２４番１号
葛飾区小菅二丁目１６番１２号
葛飾区小菅二丁目２１番１３号
葛飾区小菅二丁目２５番１号メゾン・フローラ２０３号
葛飾区小菅四丁目２０番２１号
葛飾区柴又一丁目２９番２０号
葛飾区柴又一丁目３７番１１号
葛飾区柴又三丁目１１番１３号

電話番号
03-3606-4500
03-3629-0312
03-3886-7056
03-5888-2552
03-3849-9506
03-3886-0044
03-3880-0791
03-3606-3727
03-3606-7285
03-5673-2717
03-3628-8836
03-3882-1401
03-3859-3380
03-5851-8582
03-3883-7885
080-4336-0847
03-3885-8613
03-3860-8828
03-3860-2161
03-3850-9790

葛飾区
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03-5654-9821
03-3601-5161
03-5680-6078
03-6311-1532
03-3602-4768
03-3690-6889
03-3603-8948
03-3602-1051
03-6909-2660
03-3601-7108
03-3604-7345
03-3602-8117
03-3694-0459
03-3694-0221
03-5670-7881
03-6314-6579
03-3692-4010
03-3838-0888
03-3604-4132
03-3607-4131
03-3609-1411
03-3627-2853
03-3607-4306
03-3671-3324
03-5668-3741
03-3659-5097
03-3657-9888
03-3672-8188
03-5680-4855
03-3601-6932
03-3602-9110
03-6662-5540
03-3602-1017
050-3608-7174
03-3601-5864
03-3601-4269
03-3690-4330
03-3603-0047
03-3602-6021
03-3602-4424
03-5629-5471
03-6662-7830
03-3838-6571
03-3609-8280
03-3600-4511
03-3604-2266

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱水交社
㈲綜合設備工業所
東邦管工事㈱
㈲びそう工営
原田設備
㈱柴田設備
㈱総合設備ヤマモト
㈲井上設備工業所
㈲清水電気プランニング
㈲川嶋設備
石井工業所
キムラ設備工業㈲
㈱溝口工業
㈲廣井工務店
沽野設備
大竹機械工業㈱
㈲豊留工業所
㈲リンクス・ジャパン
㈱村井工業所
㈱水十水工業
㈱回王建興
鳩貝水道工務店
中島熱化学工業㈱
山勝設備
㈱由井工業
㈱昇栄商事
㈱エム・ケイ企画
㈱プチグランデ
映進工業㈱
㈲洞田貫設備工業
㈲新山工業
小林設備
Ｋ・Ｉプラン
㈱宮内設備
㈱東和エンジニアリング
近代住機㈱ 東京支店
昭和設備㈱
丸葉設備工業㈱
㈲清水設備工業所
飯塚建設工業㈱
㈱水元設備
㈲早川設備工業所
Ｍ・Ｋプラン
橋本設備
誠進工業㈲
㈲関岡巧業所
㈱ワイオリ
㈱創成建設
㈲小俣設備
㈱アースクリエイト
中村建設工業㈱
上下水道促進工業㈱
秀和建設工業㈱
富士産業㈱ 金町営業所
成和建設㈱
燦設備工業
㈱松南プランミング
㈲サカモト
尾花興業㈱
柴又設備工業所
㈱ビルメン
㈲共栄リフォーム
㈲倉橋工業所
セイコー住宅設備
㈱いぐさ建設
中村設備
鈴和水道工事

所
在
地
葛飾区柴又三丁目２３番２号
葛飾区柴又六丁目７番１３号
葛飾区白鳥二丁目６番１４号
葛飾区高砂六丁目４番１８号
葛飾区高砂六丁目１３番２６号
葛飾区高砂六丁目１５番３号
葛飾区宝町一丁目１６番１号
葛飾区宝町一丁目２１番１７号
葛飾区宝町二丁目３番３号
葛飾区宝町二丁目２９番５号
葛飾区立石一丁目１１番２号
葛飾区立石一丁目２１番１７号
葛飾区立石一丁目２２番１１号 １２０１
葛飾区立石二丁目４番８号
葛飾区立石三丁目２１番９号
葛飾区立石三丁目２６番１号
葛飾区立石四丁目２１番１２号
葛飾区立石五丁目１２番４号
葛飾区立石六丁目３０番９号
葛飾区立石七丁目１３番３号
葛飾区立石七丁目１３番３号
葛飾区立石七丁目１４番１３号
葛飾区新宿二丁目２３番３号
葛飾区新宿三丁目３１番５号
葛飾区西亀有一丁目２５番１５号
葛飾区西亀有一丁目２６番１７号
葛飾区西亀有一丁目２６番１７号
葛飾区西亀有二丁目１９番８号
葛飾区西亀有二丁目２７番１号
葛飾区西亀有二丁目４１番１号
葛飾区西亀有二丁目４４番５号
葛飾区西亀有三丁目３１番１１号
葛飾区西亀有三丁目３７番１７号
葛飾区西亀有四丁目７番１１号
葛飾区西亀有四丁目１３番６号
葛飾区西亀有四丁目１３番１６号
葛飾区西新小岩三丁目１４番１５号
葛飾区西新小岩四丁目３９番２５号
葛飾区西新小岩五丁目５番１６号
葛飾区西水元一丁目１番６号
葛飾区西水元一丁目８番５号
葛飾区西水元二丁目１番１８号
葛飾区西水元三丁目３番１９号
葛飾区西水元三丁目２０番７号
葛飾区西水元三丁目２１番１５号
葛飾区西水元三丁目３４番２１号
葛飾区西水元四丁目４番１７号
葛飾区西水元四丁目１０番１５号
葛飾区西水元五丁目１４番１０号
葛飾区東金町一丁目２９番８号
葛飾区東金町三丁目１１番７号
葛飾区東金町四丁目２３番１２号
葛飾区東金町六丁目２２番４号
葛飾区東金町八丁目２番１８号
葛飾区東新小岩三丁目１１番１６号
葛飾区東新小岩四丁目１０番１０号コーポＨＡＲＡＤＡ３Ｆ
葛飾区東新小岩六丁目３番６号
葛飾区東新小岩七丁目９番７号
葛飾区東新小岩七丁目２４番１２号
葛飾区東新小岩七丁目２７番７号 太田マンション１０２
葛飾区東新小岩八丁目４番２４号
葛飾区東新小岩八丁目２９番５号
葛飾区東立石一丁目１８番６号
葛飾区東立石二丁目２０番７号
葛飾区東立石三丁目３１番５号
葛飾区東立石四丁目９番２号 サンライズ石井１０２
葛飾区東立石四丁目４５番３２号
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電話番号
03-3627-1177
03-3671-8110
03-3690-0023
03-3608-6468
03-3627-0989
03-3627-3552
03-3695-0888
03-3694-7125
03-5672-2972
03-3697-2887
03-3696-8622
03-3692-1351
03-5698-5441
03-3697-6998
03-3691-2660
03-3691-4147
03-3691-2408
03-5671-0680
03-3691-4490
03-3695-0044
03-3697-3344
03-3697-1982
03-3607-5131
03-5699-6525
03-3601-6641
03-3603-1751
03-5629-7280
03-3690-6600
03-5648-2561
03-3690-4474
03-3602-7821
03-5680-3907
090-2478-9866
03-3628-4677
03-5856-2802
03-3620-8136
03-3696-1380
03-3697-5053
03-3691-6604
03-3609-3597
03-3600-4332
03-3607-1565
03-5660-1372
03-3627-1430
03-5648-2560
03-5660-7366
03-6753-0902
03-3609-4842
03-3600-7134
03-5648-2711
03-3607-4997
03-3627-7677
03-5699-5689
03-3607-4106
03-5247-0888
03-6657-6929
03-3695-2981
03-3692-4126
03-3697-1361
03-3697-6415
03-3695-4671
03-3654-4126
03-3696-0701
03-3696-6463
03-3691-7733
03-5698-1089
03-3691-1354

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
㈱瀧川設備工業所
小林設備
㈱小林工業
㈲松原工業
㈲松友興業
㈱松崎工業
㈱伸和工業
新隆建設㈱
小久保設備商会
徳光設備
㈲矢野工業所
㈱柴又管工
ゼンシン㈱
㈱トータルライフ
㈲登信工業
サンエービルドシステム㈱
髙松工業所
㈲会場水道工務店
㈱ナルテック
㈱ケービーテクノ
㈱テクノスター
㈱ホーム・メンテ・サービス
誠友興業㈱
㈲ナミセツ工業
㈱大起工管
㈲藤平設備
㈲ヨシダプラミング
㈲丸和建設工業 水元営業所
㈱片岡組
㈲新生建設
㈲木村工業所
メンテナンス星野
㈱ＭＫ住設
飯塚設備工業
中央工業㈱

所
在
地
葛飾区東堀切一丁目４番４号
葛飾区東堀切一丁目１６番１６号
葛飾区東堀切三丁目２３番１８号
葛飾区東堀切三丁目２４番５号
葛飾区東堀切三丁目２４番５号 ３Ｆ
葛飾区東水元一丁目１８番１５号
葛飾区東水元五丁目１８番４号
葛飾区東水元五丁目１８番１２号
葛飾区東四つ木二丁目２３番１３号
葛飾区東四つ木四丁目１５番１０号
葛飾区東四つ木四丁目２２番４号
葛飾区細田三丁目２９番３号
葛飾区細田四丁目１８番２０号
葛飾区細田四丁目３０番３号
葛飾区細田五丁目３１番１号
葛飾区堀切一丁目８番４号
葛飾区堀切二丁目３３番８号
葛飾区堀切三丁目２５番５号
葛飾区堀切三丁目３３番２４号
葛飾区堀切四丁目４２番１号
葛飾区堀切七丁目２５番２号
葛飾区堀切七丁目２９番１４号
葛飾区堀切八丁目２１番１号
葛飾区水元一丁目８番１９号
葛飾区水元一丁目１３番３号ＴＫビル２Ｆ
葛飾区水元二丁目４番４号
葛飾区水元二丁目５番１１号
葛飾区水元三丁目９番１４号
葛飾区水元四丁目６番１８号
葛飾区水元五丁目１５番１１号
葛飾区南水元一丁目５番６号
葛飾区南水元一丁目９番２－４０７号
葛飾区南水元二丁目５番３号サンフォレスト水元１０３
葛飾区南水元二丁目７番３号
葛飾区南水元二丁目２８番１３号

㈲野口工業所
堀江工設㈱
庄司工業
㈲登坂設備
㈱わたなべ住宅設備
㈱菊池工業
田中水道
㈲前澤設備
㈲タガイ管工
㈲友伸ハウス
㈱ユーシン
㈱岸組
崎山水道
増田工業所
㈲トーヨコ
東京ガスライフバル江戸川㈱
㈱柳屋
㈱Ｅ－クラフト
平成建設工業㈲
㈱芳賀工業
㈲サンコーテクノサービス
㈲三章
㈲氏家水道工業所
オオミエンジニアリング㈱
ｅ設備
㈲光和設備
キューアール水道設備
高部水道工業
㈲サクマテクノ
㈲佐々木水道工業
江戸川管工

江戸川区一之江一丁目１３番５号
江戸川区一之江三丁目７番１４号
江戸川区一之江三丁目１１番８号
江戸川区一之江四丁目１５番６号
江戸川区一之江六丁目１９番５号
江戸川区宇喜田町１２４５番地２２
江戸川区宇喜田町１３７５番地
江戸川区江戸川一丁目１番３８号
江戸川区江戸川一丁目１４番地３２
江戸川区江戸川一丁目２８番地
江戸川区江戸川一丁目４３番
江戸川区江戸川二丁目４番地２
江戸川区江戸川五丁目１１番地４９
江戸川区江戸川五丁目１１番地８４
江戸川区江戸川五丁目３３番地１０
江戸川区江戸川六丁目１８番４号
江戸川区江戸川六丁目２１番１２号
江戸川区大杉一丁目１４番６号
江戸川区大杉一丁目２０番１０号
江戸川区大杉四丁目２８番９号
江戸川区大杉五丁目１９番３号
江戸川区興宮町１２番地１７
江戸川区興宮町２５番６号
江戸川区上一色三丁目５番２号
江戸川区上一色三丁目１３番８号３Ｆ
江戸川区上一色三丁目２４番４号
江戸川区上篠崎一丁目２４番２０号 グリーンパークⅠ１０５
江戸川区上篠崎二丁目１番３号
江戸川区上篠崎二丁目１５番１７号
江戸川区上篠崎二丁目２０番１０号
江戸川区上篠崎二丁目２１番１０号

電話番号
03-3601-0734
03-3838-0257
03-3603-5678
03-3604-9279
03-3601-6899
03-3608-0598
03-3600-0692
03-3609-1454
03-3692-7903
03-3694-4130
03-3692-1871
03-3672-8188
03-6657-9470
03-6657-8946
03-3672-1328
03-3693-5478
03-3691-0161
03-3691-2389
03-5654-0749
03-3602-4610
03-6662-7386
03-3834-2933
03-3602-6295
03-5660-4030
03-3600-1414
03-3608-6451
03-3609-8636
03-3600-0055
03-3627-6695
03-5660-0019
03-3608-0551
03-3608-2724
03-5876-6054
03-3609-7830
03-5660-5321

江戸川区

43/46

03-3651-6555
03-3656-1490
03-3656-4215
03-3656-6304
03-3651-2573
03-3688-6172
03-6339-3414
03-3677-1938
03-3679-2559
03-3677-2541
03-5636-6051
03-3678-1322
03-3680-6340
03-3687-6272
03-5675-7781
03-3675-2761
03-3675-1111
03-5879-6644
03-3654-9828
03-3655-6611
03-3655-0313
03-5663-2131
03-3655-5533
03-3651-5464
03-5678-6540
03-5607-5822
03-3698-4581
03-3679-0342
03-6638-7070
03-3670-9398
03-3676-3935

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
乗田工業㈱
研精電機商会
丸山機工㈱
久松設備工業
中設㈲
祐建プラミング㈱
㈲渡辺水工
㈲江東設備
すがた設備
㈱三央
成建エンジニアリング㈱
㈲ＲＳ
㈲藤崎商店
㈱塩野商店
㈲三共設備
㈲ＮＳホーム
㈲村木設備
山本設備
ＳＥＮＡ住設
㈲鈴木設備工業所
㈱ハツトミ
瀧澤設備工業㈱
ナガシマ住設
㈲高伸工業
㈱高濱設備工業所
㈲丸富士
㈲川手設備
㈱澤設備
小林設備工業
竹内工業㈱
Ｏ・Ｓ・Ｓ住設
NEED㈱
㈱日高設備
三東設備工業㈱
海老原設備
愛興設備工業㈱
㈲パイプライン
㈲神谷工業所
（同）Ｙ．ＭＩＺＵ設備
㈲サン衛生設備
㈱水飼設備
飯島和明
㈲金沢工業
長屋設備
㈱ＡＣＥ
㈲伸託工業
㈲興伸工業
石﨑工業㈱
京葉工管㈱
㈱吉野水道設備 支店
㈱エム・アール・シー
㈲堀田工業
アイエスアイ工業㈱
㈱ジェット 東京東営業所
㈱総合設備シーエフイー
㈲ライフラインサービス
斉藤工業
㈱大見設備
㈱大菱建設
㈲仲摩工業所
㈲濱田設備工業
㈱エムエス工業
㈱クラシアン 江戸川支社
浅井工業㈱
㈲茂山工務店
㈱オープラス
本山水道設備

所
在
地
江戸川区上篠崎四丁目８番７号
江戸川区上篠崎四丁目１８番１０号
江戸川区北葛西二丁目１１番１５号
江戸川区北葛西二丁目１４番１９号
江戸川区北葛西二丁目１６番８号
江戸川区北葛西二丁目２４番８号
江戸川区北葛西二丁目２８番４号
江戸川区北葛西四丁目９番１４号
江戸川区北小岩二丁目２１番６号
江戸川区北小岩三丁目１番２４号
江戸川区北小岩四丁目１０番１８号
江戸川区北小岩五丁目２１番７号
江戸川区北小岩六丁目２３番１２号
江戸川区北小岩七丁目１３番３号
江戸川区北篠崎一丁目２番１９号
江戸川区北篠崎二丁目３番４号
江戸川区北篠崎二丁目９番１１号
江戸川区北篠崎二丁目２７番８号
江戸川区小松川二丁目３番１－１００４号
江戸川区鹿骨一丁目２４番９号
江戸川区鹿骨一丁目６３番１８号
江戸川区鹿骨二丁目１０番１１号
江戸川区鹿骨二丁目２８番１号
江戸川区鹿骨二丁目３０番７号
江戸川区鹿骨二丁目３２番３号
江戸川区鹿骨四丁目２８番９号
江戸川区鹿骨五丁目５番１６号
江戸川区鹿骨五丁目２１番７号
江戸川区鹿骨五丁目３４番１８号
江戸川区篠崎町一丁目３３０番地５
江戸川区篠崎町二丁目７番１-１００５号イーストハイム篠崎
江戸川区篠崎町二丁目５７番１０号
江戸川区篠崎町三丁目１５番１０号
江戸川区篠崎町三丁目２８番１２号
江戸川区篠崎町四丁目１８番５号
江戸川区篠崎町四丁目２９番９号
江戸川区篠崎町六丁目２２番４号
江戸川区篠崎町七丁目３番１２号
江戸川区篠崎町七丁目２７番７‐５０３号
江戸川区下篠崎町１５番６号
江戸川区下篠崎町１８番１７号
江戸川区中央一丁目１２番２-８０７号
江戸川区中央一丁目２３番１２号
江戸川区中央一丁目２５番３号
江戸川区中央三丁目９番３号
江戸川区中央三丁目２０番１１号
江戸川区中葛西一丁目４１番１０号
江戸川区中葛西二丁目８番８号
江戸川区中葛西三丁目１番１０号山秀マンション２０３号
江戸川区中葛西三丁目２５番１６号 小泉マンション１０４号
江戸川区中葛西五丁目４１番８号 金栄ビル２０１
江戸川区中葛西八丁目１１番１８号Ｔ．ＫＵＮＩビル１階
江戸川区新堀一丁目８番５号
江戸川区新堀一丁目１０番１号
江戸川区新堀一丁目２６番９号
江戸川区新堀二丁目３番１５号
江戸川区西一之江二丁目１６番１０号
江戸川区西一之江二丁目２７番５号
江戸川区西一之江三丁目１４番２５号 １０１号室
江戸川区西葛西二丁目５番１２号
江戸川区西葛西二丁目１５番２０号 ８０４
江戸川区西葛西二丁目２０番１０－７０８号
江戸川区西葛西三丁目７番８号
江戸川区西葛西七丁目２１番２３号
江戸川区西葛西八丁目３番４号
江戸川区西葛西八丁目３番４号
江戸川区西小岩三丁目２３番３号
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電話番号
03-5636-8510
03-3670-1674
03-3869-0316
03-5696-5188
03-3804-4628
03-3804-4101
03-3689-6739
03-3688-5430
03-3658-9187
03-3659-8657
03-5668-0491
03-3696-8720
03-3657-6091
03-3672-3002
03-5243-1151
03-3698-3034
03-5636-5211
03-6796-0898
03-5858-9442
03-3677-1866
03-5664-6047
03-3670-0343
03-3676-0015
03-5243-4507
03-3670-1209
03-3679-1467
03-3677-4455
03-6638-8275
03-3677-6646
03-3679-5923
03-5879-8637
03-6231-8313
03-3670-1275
03-5243-3377
03-3679-2629
03-3670-2787
03-5666-2445
03-3679-0581
03-3670-2795
03-3670-9141
03-5664-6059
03-3651-0765
03-3655-3321
03-3651-3100
03-3674-8393
03-5607-5354
03-3878-5016
03-3688-7168
03-5674-1430
03-5667-0285
03-6663-3370
03-3675-1400
03-5636-1511
03-5664-2330
03-5243-2271
03-3677-8011
03-3652-0765
03-3652-1139
03-3674-2232
03-3680-4785
03-3686-2503
03-5530-8310
03-5675-2811
03-3688-8141
03-3688-4156
03-5878-0515
03-5876-7562

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
坂井工業
㈲三友水道工業所
Ｍａｙ ｔｅｃｈ
水無月工房
㈱アズクリエイティブ 正直屋
㈱大達土木
佐々並建設㈱
小川設備
佐藤工業所
㈱サンキ
大栄設備工業所
㈱みやこ環境設備
㈱エキスパート
㈲本田住設
㈲並木組
新井設備㈱
㈲鞠子設備工業
㈱ポンプテクノ
㈲信和管工
光進工業㈱
清水冷熱㈱
㈲野口設備
㈲吉田水道
㈱吉野水道設備
㈱ＡＳＳＴ
㈲ＨＩＫＯ設備
㈲宇田川吉造設備
㈱イッシ工業
ヒトシ工業
㈱共栄商事
㈲浅野設備工業所
㈲近沢水道工業所
早川建設㈱
㈱アイ・エヌ・オー
㈱アースプロテクト
長田設備
古川設備㈱
㈲山野設備
加藤電業社
㈲ムロキ工業
栄進工業㈱
中村水道
㈲大久保工業所
㈱後藤工務店
㈱岡村工務店
富川設備工業㈱
㈱ライフラインパートナーズ
㈲江戸川設備
後藤工業㈱
新央設備㈱
㈱飯倉工業
㈲ＮＳＫ
㈲藤城工業
㈱水元設備 江戸川営業所
㈲岩田設備工業
㈱イケハタ 本一色営業所
伊藤管工
環境設備㈲
山中設備工業
あやめ住宅設備
三光エンジニアリング㈱
㈱室木水道工事店
千賀商事㈱
㈱ウチヤマ
㈲瀬長設備
東洋ユニオン㈱
清明工業㈱

江戸川店

所
在
地
江戸川区西小岩五丁目３番８号
江戸川区西小岩五丁目８番１３号
江戸川区西小松川町３１番２号キョウエーコーポ２０１
江戸川区西小松川町３１番１６号
江戸川区西篠崎二丁目２０番１１号前田ビル１階
江戸川区西篠崎二丁目２４番１１号
江戸川区西篠崎二丁目２４番１１号
江戸川区西瑞江三丁目６番地 １０５
江戸川区西瑞江五丁目１３番地１２
江戸川区春江町二丁目１０番２号－２０２
江戸川区春江町二丁目２７番１９号
江戸川区春江町二丁目３０番地７号
江戸川区春江町二丁目４３番１１号 ６０４
江戸川区春江町三丁目２１番１８号
江戸川区春江町三丁目２２番１９号
江戸川区春江町五丁目１０番地６８
江戸川区東葛西一丁目３８番９号
江戸川区東葛西一丁目３９番１２号
江戸川区東葛西二丁目１番１３号
江戸川区東葛西二丁目２番４号
江戸川区東葛西二丁目２５番７号
江戸川区東葛西四丁目４番１号 ２０８
江戸川区東葛西五丁目４９番１０号
江戸川区東葛西七丁目３番５号
江戸川区東葛西七丁目１４番１０号
江戸川区東葛西八丁目２８番１８号
江戸川区東葛西九丁目５番２８号
江戸川区東小岩一丁目４番７号
江戸川区東小岩一丁目４番７号
江戸川区東小岩一丁目２１番１７号
江戸川区東小岩一丁目２５番７号
江戸川区東小岩二丁目１５番１５号
江戸川区東小岩二丁目１６番１０号
江戸川区東小岩三丁目１９番３号
江戸川区東小岩三丁目２２番９号
江戸川区東小岩四丁目５番１１号
江戸川区東小岩五丁目１７番７号
江戸川区東小松川二丁目２９番１７号
江戸川区東小松川三丁目１０番１１号
江戸川区東小松川三丁目１４番１１号
江戸川区東小松川四丁目５３番１８号
江戸川区東松本一丁目８番１５号
江戸川区東松本一丁目１２番２号
江戸川区東瑞江二丁目３８番地
江戸川区東瑞江二丁目４８番５号
江戸川区平井三丁目１７番２１号
江戸川区平井四丁目１６番１７号
江戸川区平井四丁目３０番６号
江戸川区平井五丁目２３番５号
江戸川区平井五丁目５５番８号
江戸川区平井六丁目１番１３号
江戸川区平井六丁目２２番１１号 鈴木ビル１階
江戸川区船堀三丁目１６番地５－２１２号
江戸川区船堀七丁目１６番２７号
江戸川区本一色三丁目１７番９号
江戸川区本一色三丁目３５番１１号
江戸川区松江一丁目７番９号
江戸川区松江二丁目３１番１０号
江戸川区松江二丁目３６番１号
江戸川区松江二丁目３７番１１号
江戸川区松江三丁目９番１９号
江戸川区松江三丁目１１番１６号
江戸川区松江三丁目１２番４号
江戸川区松江四丁目８番８号
江戸川区松江四丁目１３番１０号
江戸川区松江四丁目２２番１３号
江戸川区松江五丁目１６番２０号
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電話番号
03-3673-6296
03-3657-8334
03-5879-6647
03-3654-7821
03-6638-8908
03-5243-0201
03-3676-7766
03-3676-7812
03-3689-7929
03-5664-2881
03-3670-9805
03-5666-6929
03-3676-1230
03-3679-8171
03-3676-5608
03-5696-0402
03-3680-8748
03-5679-6840
03-3686-1383
03-3680-8459
03-3687-5828
03-3869-6187
03-3689-5880
03-5667-0285
03-6808-0902
03-5679-1745
03-3689-5657
03-5876-7460
03-3650-7630
03-5694-6800
03-3673-5235
03-3658-2834
03-5694-7211
03-5693-7671
03-5612-3151
03-3673-2223
03-5612-5707
03-3651-8348
03-3651-7939
03-3651-1863
03-3652-3111
03-3650-0838
03-3658-5288
03-3670-9224
03-3679-5582
03-3683-6861
03-5628-3325
03-5875-2595
03-3611-5497
03-3613-3372
03-3618-2332
03-5655-0025
03-5674-5451
090-2258-8846
03-5678-0211
03-3674-1292
03-3656-5251
03-3651-0937
03-3656-0937
03-5662-3540
03-3674-7851
03-3651-9369
03-3656-2225
03-3652-7934
03-5661-7077
03-5662-1130
03-5674-0870

東京都指定給水装置工事事業者名簿【区部】 平成30年12月28日現在
名
称
（同）新垣設備工業
㈱アクアリード
㈱昭興
㈲室兵水道設備
東京テクノ㈱
竹本設備
㈲渡部設備
東京セントラルエアコン㈱
㈱水越電工社
不二設備㈱
アイ・エス・ケー設備工業㈱
㈱リモデル
ササキ水道設備㈱
㈱エアラック
㈱岡村工務店 瑞江事業所
㈱ダイタツ
大平商店
タカハシ設備
㈲鈴新設備
㈱東名工業
㈲パレス産業
㈲栄和設備
㈱大進工業 東京支店
㈱進日本工業 東京支店
㈱三和工業 東京支店
Ｍ＆Ｍ図面作製室
前澤工業
㈱田山工業
㈲創栄工業
創輝㈱
㈲三恵設備 南小岩営業所
㈲新明
㈲あっとほーむ社
㈱北堀水道工業所
㈲水上ガス住宅設備
㈱フジタカ
㈲山市住宅設備
㈲藤栄設備工業
寺井設備
㈲安波工業所
㈱ヤマニ産業
㈱ライクス 城東営業所
㈱影山設備
山崎工業㈱
㈲三恵設備
堀井産業㈱
須藤住設
室木設備工業
西村設備
㈱アイテック
㈱リビングガスショップよしのや
㈲ベストワーク
㈱俊設備設計
㈱アクアビルメンテナンス

所
在
地
江戸川区松江五丁目２１番８-２０４号
江戸川区松江六丁目７番２６号
江戸川区松江七丁目１９番２号
江戸川区松島一丁目２６番６号
江戸川区松島一丁目４３番８号
江戸川区松島二丁目３４番２３号
江戸川区松島三丁目１番７号
江戸川区松島三丁目２９番１２号
江戸川区松本一丁目６番１３号
江戸川区松本一丁目６番２０号
江戸川区松本一丁目１０番１２号２階
江戸川区松本一丁目１２番８－１０２号
江戸川区瑞江一丁目１９番１－４０３号
江戸川区瑞江二丁目１１番５号
江戸川区瑞江二丁目２１番５号
江戸川区瑞江三丁目４０番５号
江戸川区瑞江四丁目８番１３号
江戸川区瑞江四丁目１６番５号
江戸川区瑞江四丁目１７番９号
江戸川区瑞江四丁目３１番１１号
江戸川区南葛西二丁目８番２１号
江戸川区南葛西二丁目９番１２号
江戸川区南葛西二丁目２３番１３号
江戸川区南葛西二丁目２３番１３号
江戸川区南葛西二丁目２３番１３号
江戸川区南葛西三丁目９番９号 ４０７
江戸川区南葛西四丁目１３番２３号
江戸川区南葛西六丁目６番７－１０７号
江戸川区南小岩一丁目２番３５号
江戸川区南小岩一丁目２番３５号
江戸川区南小岩一丁目３番
江戸川区南小岩一丁目３番７号
江戸川区南小岩一丁目８番４号
江戸川区南小岩二丁目６番３号
江戸川区南小岩三丁目５番１０号
江戸川区南小岩三丁目２３番８号
江戸川区南小岩三丁目２７番１４号
江戸川区南小岩四丁目１番１号

電話番号
03-3687-2662
03-6684-6679
03-5678-7890
03-3652-3084
03-5607-2231
03-3651-0505
03-3653-7303
03-3655-5671
03-3651-1931
03-3655-1020
03-5879-2151
03-5879-9010
03-5664-0172
03-3670-0162
03-3679-5582
03-5243-0216
03-3677-2526
03-3679-7325
03-3679-1008
03-3679-1700
03-3675-3516
03-5679-8662
03-3686-0201
03-5667-5532
03-3686-0774
03-3688-8415
03-3680-9438
03-6240-5455
03-3658-2911
03-6801-7273
03-5694-4675
03-5889-5218
03-5622-0321
03-3658-6849
03-3657-5363
03-3671-3327
03-3650-0404
03-6458-9710
江戸川区南小岩五丁目２１番１１－２０８号アルファグランデ南小岩 03-3673-4150
江戸川区南小岩六丁目１６番５号
03-3657-0918
江戸川区南小岩八丁目１６番１号
03-3672-1974
江戸川区南篠崎町一丁目２４番３号
03-3676-6330
江戸川区南篠崎町一丁目１１番１１号
03-3670-6158
江戸川区南篠崎町一丁目１５番２０号
03-5664-5822
江戸川区南篠崎町一丁目２４番２１号
03-3677-2801
江戸川区南篠崎町二丁目２４番１６号
03-3631-9243
江戸川区南篠崎町二丁目３１番１７号
03-5666-6567
江戸川区南篠崎町三丁目１９番５号
03-3678-6816
江戸川区南篠崎町四丁目１６番２２－４０２号 エヴァーグリーン瑞江 03-3677-4640
江戸川区南篠崎町四丁目１９番３号
03-3679-1370
江戸川区南篠崎町五丁目９番１２号
03-3679-3080
江戸川区谷河内二丁目１番９号
03-3676-1384
江戸川区谷河内二丁目５番７号
03-5664-6458
江戸川区臨海町五丁目２番２号
03-3680-9011
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