東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名

称

八王子市
中央フジクリーン㈱
㈱田中建設
㈱石川鑿泉（さくせん）工業所
㈱二美建設
㈱スペック
三菱電機システムサービス㈱ 八王子サービスステーション

アール７（同）
㈱ワーキングスタイル
㈲榎本商会
㈱ライフ・クリエイト
㈱大西
㈲水村工業
㈲樋口住宅設備
㈱リトルファクトリー
㈱戸田工業
㈱ニッコー
㈲ジョウソウ
さの設備
㈲浅川土木
㈱竹内工業所
㈲静和興産
市町村土木計画㈲ 八王子支店
㈱銀室興業
佐藤プラント
㈱林善
㈲青木工業所
京西住宅サービス㈱
㈱純和興業
堀越工業所
東西工業㈱ 東京支店
㈱アコス
㈲アドバンス・クラフト
旭が丘住設機器販売㈲
㈱美好
㈱ユウコウ建設
㈱バンタム
㈱ＳＡＮＷＡ
セントラルリバー建設㈱
青田設備
東工サービス㈲
㈲秋山設備
㈲内藤設備
㈱小泉ハウスプランニング
㈱野口設備工業
㈲青木設備工業
㈱タキセツ
㈲市川設備
㈱フジプラント工事
㈱井上設備
水越設備㈱
佐久間工業所
新開工業㈱
ＴＯＮＹ'ＳＨＡＮＤＳ
赤堀設備
㈲堀内設備工業
日熱設備工業㈱
パブリックサービス㈱
㈱スマイル設備
桑原設備工業所
㈲北栄
㈱原島工業
工藤住設
㈲西東京鉄工
㈱プログレス
㈲小田工業
渡辺設計建設

所

在

地

電話番号

八王子市
八王子市暁町一丁目１２番１０号
八王子市旭町１１番６号
八王子市石川町５０８番地
八王子市石川町１４１９番地１－２０１
八王子市石川町２６３１番地９
八王子市石川町２９６８番地１
八王子市泉町１４６８番地５
八王子市犬目町２８８番地２
八王子市犬目町３０６番地
八王子市犬目町４９２番地１０
八王子市犬目町７６２番地２
八王子市犬目町８７８番地の１
八王子市打越町１３２２番地
八王子市宇津木町１３６番地８
八王子市宇津木町５９８番地
八王子市宇津木町６１４番地
八王子市宇津木町６６４番地２
八王子市裏高尾町３９７番地９
八王子市裏高尾町６７５番地
八王子市追分町７番３号
八王子市大塚３９０番地
八王子市大塚６４０番地１３
八王子市大塚６４５番地２４
八王子市大塚１４１７番地１ コーポ第１マルセイ１０１
八王子市大船町２６６番地
八王子市大船町４０１番地２
八王子市大谷町３９３番地
八王子市大谷町５１９番地
八王子市大谷町７７８番地６
八王子市大和田町一丁目８番２３号
八王子市大和田町四丁目２０番２号
八王子市大和田町四丁目２３番５号
八王子市大和田町五丁目５番１９号２Ｆ
八王子市大和田町五丁目５番２１号
八王子市大和田町五丁目８番５号
八王子市大和田町五丁目８番５号
八王子市大和田町五丁目１１番１６号
八王子市大和田町五丁目２９番５号－１
八王子市大和田町六丁目３番２９－１２１３号
八王子市大和田町六丁目１５番１号
八王子市大和田町七丁目１番７号
八王子市大和田町七丁目１６番２号
八王子市小門町６番地１０ ＫＫビルＢ１０２
八王子市尾崎町３９番地
八王子市小津町３７４番地
八王子市鹿島７番地１ライオンズ多摩センター翠彩の杜６０５号

八王子市片倉町１１６９番地５
八王子市片倉町１５６１番地４
八王子市片倉町２１６６番地６
八王子市片倉町２２４３番地
八王子市叶谷町１０８１番地３
八王子市叶谷町１５１０番地
八王子市上壱分方町１２１番地
八王子市上川町１９４７番地３
八王子市上川町２２８０番地
八王子市上柚木２９１番地１
八王子市上柚木二丁目９番地４
八王子市川口町９０３番地
八王子市川口町９５７番地
八王子市川口町１１５７番地３
八王子市川口町１４８９番地４
八王子市川口町１５０５番地１５
八王子市川口町１５２０番地
八王子市川口町１５４０番地５４８
八王子市川口町１５４２番地４０
八王子市川口町１５４４番地９
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042-625-8575
042-656-1111
042-642-9000
042-648-6958
042-649-9916
042-648-1680
042-623-8410
042-655-8377
042-625-2556
042-621-5310
042-654-8460
042-654-6048
042-636-5034
042-691-0845
042-697-6110
042-642-1331
042-648-3379
042-623-6692
042-661-1436
042-622-3840
042-674-9334
042-678-1105
042-678-0189
042-676-5289
042-668-8837
042-666-6736
042-644-0014
042-649-9751
042-645-8089
042-646-1031
042-646-6681
042-649-9941
042-644-2354
042-644-6325
042-656-1255
042-639-0661
042-642-9406
042-649-9820
042-698-5011
042-642-2686
042-644-5817
042-644-0310
042-624-6729
042-691-1760
042-651-6924
042-670-1216
042-635-0053
042-635-2709
042-635-8083
042-636-8331
042-625-1141
042-625-1891
042-652-2557
042-654-7335
042-659-6331
042-676-1470
042-677-5761
042-659-7817
042-654-3054
042-654-5997
042-654-3077
042-654-8060
0426-54-3546
042-654-4054
042-654-7455
042-654-5905

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱川久保風呂店
㈱ショウテック
木村設備㈱
㈱典美
㈱髙野忠工務店
㈱町田設備工業
㈱大城土木
石森工業所
フクシマ設備
㈲八王子浄化槽センター
㈱ニチエネ 西東京施工管理センター
㈱北斗工業
富士総合設備㈱
㈲アイ・ティー・オー住設
㈱ヤマニエコライフ 多摩営業所
㈲Ｆｉｎｅ
㈲江成設備
㈲長栄プラテック
㈲潤設備工業
㈲トップワーク
リフォーム設備ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ
㈱杉田商工
富士森住設設計事務所
㈲岡本工業所
佑木設備
井上住設サービス
大成設備工業㈲
武藤設備
㈱優駿興業
㈲磯沼工業
㈲アサミ設備工業
㈲ヤマシン工業
㈲鳳産商
㈲ナラヤデンキ
㈱桜井設備
㈱実來
五建工業㈱
㈱京永
㈱善立
ブリビック
㈲エフ住設
㈲舟橋工業所
ハマモト設備
㈱散田管工
出浦液化ガス㈱
㈱桑原工業所
㈲渕上設備工業
㈲栄和
㈱東邦建設工業
㈱ＩＣＨＩＫＥＮ
㈱ワタイチ
㈱日本水道レスキュー
㈱伊藤工業
東京技工㈱
㈱ＳＴいしざき
㈱市川工業所
ウェル㈱
高橋設備
㈲鈴木住設
親和建設㈱
西勝設備工業所
㈲福田設備
テイクユースタイル㈱
㈲渡辺工業所
正建設
㈱丸美設備
多摩中央管工事協同組合

所
在
地
八王子市川口町１５８５番地６
八王子市川口町１５９１番地１
八王子市川口町１７３５番地２
八王子市川口町２０９８番地５
八王子市川口町２６０１番地２
八王子市川口町２６３６番地１２
八王子市川口町３８２６番地１
八王子市川町２６０番地
八王子市北野台四丁目１８番４号
八王子市北野町５６５番地２２
八王子市北野町５６８番地６
八王子市北野町５９３番地１７マンション浮羽２０２
八王子市絹ヶ丘一丁目１番８号
八王子市絹ヶ丘一丁目１番９号
八王子市絹ヶ丘一丁目６９番１号

電話番号
042-654-2161
042-692-0327
042-654-5007
042-654-3893
042-654-3743
042-654-5205
042-654-7146
042-651-7228
042-635-4399
042-644-1025
042-631-0013
042-649-1039
042-638-0456
042-635-3361
042-636-8021
八王子市絹ヶ丘二丁目４５番２号エステートピア絹ヶ丘１０１号 042-683-3480
八王子市絹ヶ丘二丁目４５番４号 １０２
042-636-8816
八王子市絹ヶ丘三丁目３４番１３号
042-676-8234
八王子市清川町１４番地８
042-624-2693
八王子市椚田町１３番地２
042-665-3554
八王子市椚田町４５６番地２５
042-669-3767
八王子市椚田町５０７番地３
042-664-1131
八王子市椚田町５５７番地１０
042-661-3815
八王子市椚田町５５８番地２８
042-665-3317
八王子市久保山町二丁目５４番地６０
042-644-5568
八王子市越野１１番地３ ライラック・ヴィラ・コシノ１０１号 042-676-5581
八王子市小比企町６０３番地
042-637-5467
八王子市小比企町８１５番地３８ イソヌマアパート２０１号 042-634-8886
八王子市小比企町１３８１番地２
042-635-8189
八王子市小比企町１６４８番地
042-636-9341
八王子市小比企町３０８２番地
042-632-6166
八王子市小宮町３０７番地２
042-644-2343
八王子市小宮町７８５番地３
042-646-7121
八王子市子安町一丁目８番１８号
042-642-0513
八王子市子安町二丁目５番１７号
042-644-6639
八王子市子安町三丁目１６番４号
042-505-9217
八王子市子安町三丁目２７番１３号
042-623-0311
八王子市子安町三丁目３０番１９号
042-642-1411
八王子市左入町４０３番地
042-692-2595
八王子市左入町５８５番地５
090-6490-5555
八王子市散田町二丁目５８番１１号
042-664-3833
八王子市散田町三丁目３番１８号
042-661-1258
八王子市散田町四丁目４６番１号
042-673-2744
八王子市散田町五丁目１２番１９号
042-665-3121
八王子市下恩方町５６６番地
042-651-3295
八王子市下恩方町７７８番地
042-652-5040
八王子市下恩方町１３９７番地６
042-651-6685
八王子市下柚木１２４５番地２
042-653-0008
八王子市下柚木二丁目２７番地５
２０３
042-670-7770
八王子市下柚木二丁目２７番地５（１０３）
042-676-1849
八王子市下柚木二丁目２７番地５（１０３号）
042-670-5205
八王子市下柚木３５６番地
042-674-7851
八王子市下柚木４０６番地１
042-676-8128
八王子市下柚木４１０番地
042-675-1058
八王子市城山手二丁目１８番１号
042-664-8233
八王子市新町８番４号
042-642-4808
八王子市新町８番４号
042-642-3620
八王子市諏訪町３５番地１９
042-657-1102
八王子市諏訪町６３番地
042-651-3111
八王子市諏訪町９１番地２
042-651-1088
八王子市諏訪町１８６番地３
042-651-4932
八王子市諏訪町３８５番地３
042-652-4226
八王子市千人町二丁目３番１５号
042-673-4531
八王子市千人町三丁目９番７号
042-665-1867
八王子市千人町三丁目１１番３号
042-661-5966
八王子市台町二丁目１０番２３号
042-623-5231
八王子市台町四丁目４４番１１号
042-662-7196
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱サーブ・コーポレーション
石森設備工業
㈱ソータック
㈱井上技建
高山設備
㈲岩﨑高尾住設
㈱日野工業
㈲村田興業
㈲タイトウ設備産業
㈲新興工業
㈲タキヤマ
㈱フロー工業
ロード建設㈱
㈲ミスト
誠設備
橋本商事㈱
東海工業㈱
㈱浜興業
アサヒ設備管理㈱
㈲サン工業設備
㈲植田設備
㈱アラ建設
㈱リファテック
㈲タツミ土木
楓設備
タドコロ住設
武蔵住設
㈱アウトリガ
㈱八王子パイピング
㈲田牧工業所
丸武工業㈱
一陽設備㈱
㈱大塚設備工業
諸星設備工業
永野設備工業㈱ 八王子営業所
㈲松本設備
㈱ＦＬＡＰ
河村設備工業
㈲高橋設備工業所
㈲持澤工業所
㈱ヤマショウ
㈱毛利住まい工房
㈱東朋
㈱新和
㈲良美配管工房
八水機工㈱
㈱榮輝
㈲ＰＷＳ
マルヰガス東京㈱
パナピットみやかわ
山﨑住宅設備㈲
㈲中原設備
クール住宅設備
㈲新正工業
㈱宮坂総合設備
杉本工業
㈱省英コーポレーション
㈲渡邉建設
美川工業所
村田設備
桂建設㈱
㈱島田商店
サカノ工務店
ＫＷＳ工業
㈲五味工業所
森屋建設㈱
㈱ノベリップ

所
在
地
八王子市大楽寺町２８８番地１
八王子市大楽寺町２９９番地５
八王子市大楽寺町６３２番地１２
八王子市平町２９４番地
八王子市高尾町１５９９番地
八王子市高尾町１５９９番地
八王子市高倉町３８番地６
八王子市高月町１１３９番地
八王子市滝山町一丁目５７２番地４
八王子市滝山町二丁目４３６番地
八王子市滝山町二丁目４６８番地３
八王子市館町９８番地１
八王子市館町１９６番地５
八王子市館町１９６番地の５－２０１号
八王子市館町５０６番地５
八王子市館町５２６番地
八王子市館町５３１番地４
八王子市館町７８２番地１
八王子市館町１０９７番地館ヶ丘団地２－５－１１４
八王子市館町２０２２番２
八王子市館町２０５３番地
八王子市館町２４００番地１１
八王子市丹木町一丁目６１６番地１
八王子市丹木町二丁目２０４番地２
八王子市寺田町１０８番地５
八王子市寺田町１６２番地
八王子市寺田町９３６番地
八王子市長沼町２０９番地２－２０３
八王子市長沼町１３０８番地１
八王子市長沼町１５１６番地６
八王子市中野上町一丁目２３番１号
八王子市中野上町四丁目４番２１号
八王子市中野上町五丁目２２番１３号
八王子市中野上町五丁目２６番８号
八王子市中野山王一丁目６番１４号
八王子市中野山王三丁目２２番１－８０７号
八王子市中野町２６８１番地１２
八王子市長房町９０番地２
八王子市長房町１３０番地５
八王子市長房町４２５番地２８
八王子市長房町７６４番地７
八王子市長房町１５０２番地
八王子市長房町１５２６番地４
八王子市長房町１５２９番地５
八王子市中山３９４番地
八王子市中山９０７番地１
八王子市七国四丁目２１番１３号
八王子市並木町１６番１２号青ビル１０１号室
八王子市楢原町５４２番地１
八王子市南陽台一丁目１２番２２号
八王子市南陽台二丁目８番４号
八王子市西寺方町４６２番地２４
八王子市西寺方町６２３番地３
八王子市西寺方町７１２番地３
八王子市西寺方町７１２番地３
八王子市西寺方町８４４番地２
八王子市西寺方町１００１番地７３
八王子市西寺方町１００６番地２６０
八王子市西寺方町１０１９番地３４４
八王子市西寺方町１１０５番地
八王子市弐分方町４０７番地
八王子市弐分方町４１０番地
八王子市弐分方町５７８番地１
八王子市弐分方町５８７番地１５
八王子市弐分方町７８５番地１
八王子市弐分方町８０８番地
八王子市狭間町１７７２番地２
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電話番号
042-624-8008
042-624-7954
042-697-2254
042-691-5120
042-663-1541
042-661-2161
042-648-0010
042-691-1374
042-691-2311
042-696-3023
042-691-0790
042-667-6999
042-665-3380
042-665-3389
042-668-3626
042-664-6505
042-665-5121
042-669-3305
042-664-9322
042-668-2225
042-661-4743
042-665-6900
042-696-5691
042-692-0088
042-665-3262
042-661-7576
042-663-5501
050-5884-3479
042-648-5115
042-584-0011
042-634-8761
042-624-6152
042-621-0866
042-625-4443
042-649-6063
042-620-2057
042-657-7418
042-663-1767
042-661-4105
042-661-5148
042-649-4640
042-673-3116
042-663-5505
042-661-8000
042-677-4638
042-689-6346
042-632-8055
042-668-0085
042-622ｰ3772
042-676-0719
0426-75-4357
042-651-1240
042-651-0503
042-650-8102
042-652-3845
042-652-1073
042-651-7712
042-652-5691
042-651-6491
042-651-1417
042-652-5093
042-666-0697
042-622-3303
080-2030-2777
042-625-9585
042-626-2291
042-673-2056

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
Ｌｉｖｅｌｙ
㈱川名産業 八王子営業所
八王子管工事工業協同組合
栄成設備
㈲降矢設備
三栄設備工業所
防長建設㈱
糠信総合サービス
㈲東都興業
㈱エージーテクノス
㈲カナガワ住機器サービス
ライチ㈱
加藤設備工業㈱
㈲村野工業所
旭住宅機器㈱ 多摩ニュータウン店
㈲大邦設備工業
長山設備
㈱川上建設
㈱サンパイプ工業
㈲Ｔ・Ｓプロジェクト
㈱三協シーアンドシー
上進設備
ピアサービス
㈱創研 八王子支店
大野電機
滝口設備
㈱川上建設 宮下町営業所
㈱グロース
㈱アテラス総建
総和設備工業㈱
㈲松村設備
㈱東設工業
小俣設備工業
ファイアーク㈱
㈱トレンディングサービス
㈱細川設備工業所
平島住設
東京日化サービス㈱ 西部営業所
日本環境㈱
㈲住井設備工業
㈱髙橋設備
㈲大樹設備工業
㈲総栄
首都圏瓦斯㈱ 八王子営業所
星野設備
創和設備
㈱木下総建
黒須建設㈱
㈱ｉｔｓ
サトウ水道サービス
㈱セイワ・プランニング
ヤスミ設備企画
㈱河野設備
㈱勝巳建設
㈱オスカ
ジーピー住宅設備
㈱中央工業
㈱藤原工業
木下工業㈱
㈱スイセイ
㈲LifeLine
㈲太宏
井上工業所
アンボ設備

立川市
㈱ハラシマ
㈲渡辺工業

所
在
地
八王子市狭間町１８８７番地 レジデンス高尾１０１号
八王子市東浅川町３０７番地４
八王子市東浅川町５１６番地９
八王子市東浅川町５４０番地２７
八王子市東浅川町６３７番地５５
八王子市東中野５３番地６
八王子市東中野２８５番地４
八王子市兵衛二丁目７番１号
八王子市日吉町１１番１９号
八王子市日吉町１７番２号
八王子市別所一丁目２２番６号
八王子市別所一丁目２５番１１号 グランヒルズ１０１号室
八王子市堀之内二丁目１番地１５
八王子市堀之内三丁目３番地３１
八王子市堀之内三丁目１１番１８号レジェンド堀ノ内１０２
八王子市松木１３番地の１９
八王子市丸山町１３番地１５
八王子市みつい台二丁目３２番１４号
八王子市緑町９４８番地４４
八王子市南浅川町３０８６番地１
八王子市南大沢二丁目２１２番地３
八王子市南大沢三丁目１６番地２ ４－１０２
八王子市南大沢四丁目１３番地１ ４０３
八王子市みなみ野三丁目１５番３号
八王子市宮下町８番地６
八王子市宮下町６９番地３
八王子市宮下町１６４番地２２
八王子市明神町二丁目１２番２２号
八王子市明神町二丁目１２番２２号
八王子市明神町四丁目６番６号
八王子市明神町四丁目２４番６号
八王子市めじろ台二丁目３４番地８
八王子市めじろ台三丁目８番６号
八王子市めじろ台三丁目１１番地１１
八王子市めじろ台三丁目３８番地４号
八王子市元八王子町一丁目１１６番地
八王子市元八王子町二丁目１０１５番地７
八王子市元八王子町二丁目１０６７番地
八王子市元八王子町二丁目１２９０番地
八王子市元八王子町二丁目１３３９番地２
八王子市元八王子町二丁目１８４２番地
八王子市元八王子町二丁目１８４３番地元八王子町二丁目１８４３番地

八王子市元八王子町二丁目１８９３番地
八王子市元八王子町三丁目２３１１番地
八王子市元八王子町三丁目２７５０番地１９６
八王子市元本郷町一丁目１６番３号
八王子市元本郷町一丁目１８番２号
八王子市元横山町一丁目２９番１２号
八王子市元横山町二丁目１番１４号
八王子市八木町５番１号
八王子市谷野町２４７番地１
八王子市谷野町２５６番地
八王子市谷野町５７９番地
八王子市山田町１６９０番地３２
八王子市鑓水１４２番地
八王子市鑓水二丁目８２番地５ １０１
八王子市横川町３４番地１
八王子市横川町１０８番地
八王子市横川町２００番地４
八王子市横川町４９０番地２
八王子市横川町５２０番地７
八王子市横川町５４８番地
八王子市横川町７６６番地
八王子市横川町９９１番地７

電話番号
042-664-8477
042-669-9185
042-663-3266
042-698-3450
042-661-1349
042-676-7224
042-678-5712
042-636-4035
042-627-5055
042-620-5931
042-679-8308
042-682-3162
042-676-8610
042-676-8205
042-689-5191
042-678-1651
042-657-1944
042-691-3158
042-626-3382
042-689-6928
042-675-1711
042-674-6116
042-689-5032
042-635-1271
042-691-3805
042-691-1850
042-692-4525
042-649-9588
042-649-9551
042-644-3511
042-644-1226
042-661-8892
042-673-3131
042-673-6902
042-669-3300
042-624-6697
042-657-7502
042-668-5333
042-661-5481
042-673-4638
042-663-2032
042-629-9071
042-661-5694
042-666-2205
042-661-3404
042-622-5415
042-625-1513
042-642-5331
042-642-2855
042-626-0355
042-689-4144
042-691-4523
042-691-3135
042-665-7359
042-679-9553
042-674-7381
042-628-3690
042-696-5066
042-625-2878
042-628-0850
042-626-2310
042-622-1539
042-622-4677
042-624-2352

立川市
立川市曙町一丁目２０番３号
立川市曙町一丁目３６番１８号ハラシマハイツ１０１号室
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042-522-5521
042-512-7963

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
所
在
地
㈱多摩空水
立川市曙町三丁目３３番１６号
㈲髙橋ホームサービス
立川市一番町一丁目１番地の４４
㈱協榮商工
立川市一番町一丁目３５番地の７
ＴＭ工事㈱
立川市一番町二丁目６番地の３８
㈱テクノ空調企画
立川市一番町四丁目６番地の３
浜屋エンジニアリング㈲
立川市一番町五丁目５番地の３５
㈱大久保組
立川市一番町六丁目１３番地４０
青木設備㈱
立川市柏町三丁目３３番地の２
㈲ベストワイズ
立川市柏町四丁目４１番地の４１
㈱和光設備工業
立川市上砂町三丁目３番地の６
ナカムラ設備
立川市上砂町三丁目２２番地の１５
㈱ライフセービング
立川市上砂町三丁目３５番地の５１
㈲興和土建
立川市上砂町五丁目４１番地の３
㈱ニッシンコーポレーション 立川営業所 立川市幸町一丁目３７番地の１９
㈱小峯工業所
立川市幸町二丁目８番地の１
㈲ザイケン
立川市幸町二丁目３５番地の３
㈲ニシハラ工業
立川市幸町二丁目５１番地の３
㈱柴田工業
立川市幸町二丁目５２番地の７
パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 東京西サービスセンター 立川市幸町四丁目３番地の１
㈱Ｍ．ＫＣｏｍｐａｎｙ
立川市幸町四丁目１７番地の６１
㈱金子設備工業
立川市栄町四丁目４５番地の３９
日本総合住生活㈱ 北多摩支店
立川市栄町六丁目１番１号 立飛ビル７号館
石川工業㈲
立川市柴崎町一丁目１４番２８号諏訪の森ハイツ１０６
㈱三和
立川市柴崎町二丁目１番４号トミオー第二ビル６階
大西建設㈱
立川市柴崎町二丁目２４番１４号
八重洲工業㈱
立川市柴崎町二丁目２５番３号
大成温調㈱ 多摩サービスステーション 立川市柴崎町三丁目１７番２５号
㈱皆木設備
立川市柴崎町五丁目１３番６号
㈲アクア
立川市柴崎町五丁目１７番１４号
井澤設備
立川市柴崎町六丁目１１番１２号
玉川水道工業㈱
立川市柴崎町六丁目１６番７号
小川住設㈱
立川市柴崎町六丁目１７番５号
㈱鈴木設備
立川市柴崎町六丁目１８番９号
㈱田島
立川市柴崎町六丁目１８番１０号
遠藤設備㈲
立川市柴崎町六丁目２０番３２号
㈲空調エンジニアリング
立川市砂川町二丁目２６番地の４
㈱白木土建
立川市砂川町二丁目３５番地の１１
㈲梅田商店
立川市砂川町二丁目４３番地の６
㈲木村住設
立川市砂川町二丁目４８番地の７
㈲誠和設備
立川市砂川町六丁目４５番地の４
関根設備
立川市砂川町八丁目５番地の３
㈱井上組
立川市砂川町八丁目１７番地の２
㈱Ｒiver
立川市砂川町八丁目４１番地２
㈲佐藤設備工業
立川市砂川町八丁目４２番地の２４
㈱シティリノベーション
立川市砂川町八丁目６８番地の９
麻生工業㈲
立川市高松町二丁目８番７号
㈱アクアプラミング
立川市高松町二丁目１０番４号トゥルース２０１号
㈱林部商会
立川市高松町三丁目１番１７号
㈲原島管工
立川市高松町三丁目１５番１５号モアグランデ立川１０２
㈲小川屋商店
立川市高松町三丁目２０番２０号
高橋設備工業㈱
立川市高松町三丁目２１番４号
㈲永野工事
立川市錦町一丁目１番２０号ヴィラ・フェニックス
㈱竹村コーポレーション 多摩営業所
立川市錦町一丁目１４番２号
井上工務店
立川市錦町二丁目５番２号
㈱協同設備工業
立川市錦町三丁目６番１６号
ＫＳエンジニアリング㈱
立川市錦町三丁目６番１６号 ＫＳビル３Ｆ
㈲米山設備
立川市錦町六丁目１０番１９号
江戸住設
立川市西砂町二丁目３番地の８
㈲ダイシン住設
立川市西砂町二丁目１８番６号
㈲小林設備
立川市西砂町二丁目２４番地の６
㈲志賀設備
立川市西砂町五丁目１４番地の１２
石栗工業㈱
立川市西砂町五丁目５８番地の１５
㈲プラミング
立川市西砂町六丁目１８番地の１３
大野管工
立川市西砂町六丁目５７番地の３
㈱Ｋテクノ
立川市西砂町六丁目５７番地の２１
エコア㈱
立川市羽衣町一丁目５番１５号
㈲平原浴槽
立川市羽衣町一丁目７番１５号
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電話番号
042-512-8733
042-531-2526
042-531-2221
042-531-4256
042-520-1251
042-569-3722
042-531-0851
042-536-2625
042-534-5927
042-534-7065
042-535-3778
042-535-7733
042-538-0253
042-538-3301
042-536-0805
042-534-3364
042-538-7355
042-534-7792
042-537-5611
042-534-9538
042-534-6131
042-538-2051
042-522-4616
042-527-0303
042-525-3011
042-524-0401
042-523-5221
042-525-3620
042-521-1292
042-526-4241
042-522-5292
042-522-9956
042-522-8806
042-526-6130
042-525-2121
042-537-3711
042-537-9128
042-536-2870
042-535-6470
042-537-4453
042-536-6778
042-536-4945
042-536-5719
042-536-5789
042-519-9364
042-525-0360
042-595-8993
042-522-2660
042-525-6089
042-522-2786
042-525-1633
042-548-3020
042-522-1501
042-522-4572
042-540-2950
042-540-6410
042-523-2820
042-560-8450
042-398-3511
042-531-6088
042-560-1426
042-531-1263
042-520-2505
042-531-0347
090-2410-1249
042-524-3232
042-522-3769

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
山口昇
㈱織笠
日管設備工業㈱
㈱ユアテック
松本設備工業
㈱生田住設
㈲正進建設

称

三鷹市
㈱文字山
アートテクノ㈱
㈱カナエコーポレーション
㈲高橋設備工業
㈱内藤設備
武蔵野水道サービス
㈱アウラ工房
㈲栄進住設
福徳工業
㈱三鷹榛澤組
鈴池設備
三栄建設㈱
㈱シティー開発 三鷹支店
㈱テスコ
㈲長谷部工業所
柳田工業㈱
㈲北斗設備
青山工業㈱
メルコファシリティーズ㈱
小池設備
村上工業㈱
㈱北川
山中商事㈱
㈲加茂川工業
池田工業㈱
真中設備
中嶋設備㈱
㈲柳田設備
㈲酒井設備工業所
㈱岡田工業
東京ガスクリエイティブ㈱
㈱久留米興業 三鷹営業所
㈱鈴建
土屋設備工業㈱
フレックスサービス
共立設備
㈲佐藤設備工業所
京谷設備
星住設
㈱三成
㈲鎌田工業所
熊坂建設㈱
㈱ＤＫＫ
双見工業
ユカリ設備
三鷹市管工事業協同組合
㈱武蔵野トランスポート
㈲海老沢工業
㈲村田工業所
ムレ工業 廣田好幸
㈱コトブキ設備
㈱浅水商会
㈱イバノ

青梅市
㈱青木設備工業所
八洲環境保全㈲
㈲ミズムラ設備興業
町田設備工業
共立興業㈱

所
在
地
立川市羽衣町二丁目３番１７号 セザール西国立２０７室
立川市羽衣町二丁目２２番１０号
立川市羽衣町三丁目７番８号
立川市富士見町二丁目９番１５号
立川市富士見町六丁目５４番１０３号
立川市富士見町七丁目３６番７号 サンクレイドル４０９
立川市若葉町三丁目１１番地２

電話番号
042-522-5223
042-527-3626
042-523-0161
042-527-2669
042-524-3401
042-521-0270
042-536-3652

三鷹市
三鷹市井口一丁目２４番９号
三鷹市井口二丁目７番地の５号
三鷹市井口三丁目１９番２３号
三鷹市井口四丁目１９番３０号
三鷹市井の頭二丁目１１番１５号
三鷹市大沢二丁目１４番９号
三鷹市大沢三丁目２番２９号オレンジハウス１Ｆ東
三鷹市大沢四丁目１２番５号
三鷹市大沢四丁目１６番３８－１０７号
三鷹市大沢五丁目１０番５号
三鷹市大沢五丁目１０番１８号
三鷹市大沢六丁目３番２３号
三鷹市大沢六丁目５番１９号
三鷹市上連雀一丁目１２番１７号
三鷹市上連雀二丁目４番１号
三鷹市上連雀三丁目１２番１２号
三鷹市上連雀五丁目１８番１号
三鷹市上連雀六丁目２０番１０号
三鷹市上連雀七丁目５番８号
三鷹市上連雀七丁目２８番５号
三鷹市上連雀八丁目１２番５号
三鷹市下連雀一丁目１０番２号
三鷹市下連雀二丁目２２番１２号
三鷹市下連雀四丁目５番２７号
三鷹市下連雀四丁目２０番２７号
三鷹市下連雀五丁目３番２－４０８号
三鷹市下連雀六丁目２番６号
三鷹市新川二丁目６番１２号
三鷹市新川二丁目１４番４０号
三鷹市新川四丁目４番８号
三鷹市新川六丁目１１番７号
三鷹市新川六丁目１７番１８号
三鷹市新川六丁目２７番１６号
三鷹市深大寺一丁目６番２５号
三鷹市深大寺一丁目８番４１号
三鷹市深大寺一丁目１１番７号
三鷹市深大寺二丁目３９番５号
三鷹市深大寺二丁目４２番９号
三鷹市深大寺三丁目１番３号
三鷹市深大寺三丁目５番３号
三鷹市深大寺三丁目１８番２号
三鷹市中原一丁目２４番１０号
三鷹市中原二丁目４番２５号
三鷹市中原二丁目１４番９号
三鷹市中原三丁目１番６５号
三鷹市野崎一丁目４番１７号
三鷹市野崎三丁目１５番７号
三鷹市牟礼一丁目１６番１４号
三鷹市牟礼三丁目６番３号
三鷹市牟礼五丁目４番２３号
三鷹市牟礼七丁目２番８号
三鷹市牟礼七丁目４番５２号
三鷹市牟礼七丁目６番３－１０２号

0422-32-7338
0422-57-8926
0422-39-6191
0422-32-5560
0422-44-7604
080-4156-6448
0422-26-4938
0422-34-4733
0422-26-1728
0422-31-2581
0422-31-6333
0422-30-0131
0422-39-5145
0422-56-2424
0422-47-5211
0422-43-7318
0422-47-5629
0422-43-6825
0422-72-6810
0422-48-5264
0422-43-3286
0422-46-1272
0422-48-7019
042-279-7975
0422-43-3050
0422-29-9227
0422-47-2445
0422-46-6176
0422-49-3626
0422-43-4111
042-242-1234
0422-71-5955
0422-46-0315
0422-31-0300
090-7200-4449
0422-31-2473
0422-34-3226
0422-34-7344
0422-31-8660
0422-26-1870
0422-31-6000
03-3300-3303
03-6279-6580
0422-42-9336
0422-45-4155
0422-49-0061
0422-39-7556
0422-43-5443
0422-46-1310
0422-46-3047
0422-48-0777
0422-47-7728
042-226-9424

青梅市
青梅市天ヶ瀬町１１８３番地
青梅市今井一丁目１２２番地
青梅市今井一丁目１８１番地の５
青梅市今井一丁目３５７番地の１
青梅市今井二丁目１２５７番地
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0428-22-4411
0428-31-4191
0428-31-6475
0428-31-6152
0428-31-1752

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈲三晃設備工業所
㈱友伸産業
東光プラント㈱ 今井支店
㈲荒木システム工業
藤和工業
石崎工業㈱
㈲鈴木エイシーサービス
㈱春山設備工業
㈱青和施設工業所
田中工業㈱
光衛興業㈲
東邦石炭㈱
㈲新生設備
川久保鉄工設備
東京機工土木㈱
㈲沢井工業所
㈱丸専土建
岩沢住設
㈱岩沢設備工業
高坂機工㈲
昭和建設㈱
宮﨑土建
比留間設備工業所
㈲中村設備工業
藤本設備
青梅管工土木㈱
荒井ポンプ工業所
㈱久下土建
㈱西都住宅サービス
東久工業㈱
㈲八木燃料店
㈲佐々木設備
斎藤設備工業㈱
宮野設備工業所
阿部工業
久下施設
㈲下田燃料
㈱Ｕ４
渡部工業所
㈱濱中技建
㈱中嶋設備
㈱高野設備
清水燃料㈱
師岡設備工業㈱
㈱小椋建設
中山設備工業
ｙｎ工業㈱
㈲陵和工業所
㈱共伸工業
朝日建設㈱ 青梅支店
渡辺設備工業所
荒田管工㈱
下田住設
荒木設備工業
（同）ホームビルドシステム
島﨑設備工業

府中市
永成建設㈱
㈲上田設備
㈲マキノ設備
㈱大宇工業
㈱フクオ工業
㈲谷平設備工業
笠井建設工業㈱
㈲富士川工業
㈱皐月
岡本設備㈱

所
在
地
青梅市今井三丁目１２番地の２
青梅市今井三丁目２４番地の４
青梅市今井五丁目２４０７番地の２
青梅市今寺一丁目７６０番地の５
青梅市今寺三丁目４１６番地
青梅市今寺四丁目１１番地の１９
青梅市今寺五丁目２番地の２６
青梅市梅郷三丁目７８１番地の１
青梅市勝沼一丁目３４番地
青梅市勝沼一丁目３７番地
青梅市勝沼二丁目１５１番地
青梅市河辺町四丁目１５番地の２
青梅市木野下二丁目３６３番地
青梅市黒沢二丁目１２５５番地
青梅市駒木町三丁目５８０番地３
青梅市沢井三丁目８９０番地
青梅市塩船４６番地
青梅市新町一丁目１７番地の１１
青梅市新町二丁目２２番地の３
青梅市新町三丁目６５番地の７
青梅市新町七丁目９番地の３
青梅市新町七丁目４３番地の４
青梅市新町八丁目２７番地の５
青梅市大門三丁目７番地の８
青梅市大門三丁目９番地の４
青梅市千ヶ瀬町二丁目２６５番地
青梅市千ヶ瀬町四丁目６０１番地の３
青梅市千ヶ瀬町五丁目６６４番地の８
青梅市友田町二丁目７４２番地
青梅市仲町２９３番地
青梅市長淵三丁目３１１番地
青梅市長淵八丁目８番地の５
青梅市西分町一丁目１１５番地
青梅市西分町三丁目１０７番地
青梅市根ヶ布二丁目１３６８番６８号
青梅市野上町一丁目１０５番地
青梅市野上町二丁目２６７番地の１
青梅市野上町四丁目９番地の１１
青梅市梅郷六丁目１２４９番地の１５
青梅市畑中三丁目７３９番地の１０
青梅市東青梅三丁目６番地の６
青梅市東青梅三丁目９番地の１２
青梅市東青梅四丁目１９番７号
青梅市東青梅五丁目２３番地の１５
青梅市日向和田三丁目５９１番地の７
青梅市藤橋二丁目８７番地の１９
青梅市藤橋二丁目６０２番地の２４
青梅市藤橋三丁目５番地６
青梅市二俣尾二丁目４０２番地の１
青梅市御岳本町３７番地１
青梅市御岳本町２３８番地
青梅市師岡町一丁目１６７番地の２
青梅市師岡町一丁目１７３番地の６
青梅市柚木町二丁目４２３番地の１５
青梅市和田町一丁目８４番地
青梅市和田町二丁目１４８番地の１９

電話番号
0428-31-4561
0428-32-1061
0428-32-0534
0428-32-5096
0428-31-6289
0428-31-1977
0428-33-3756
0428-74-9430
0428-23-0215
0428-24-1511
0428-24-3303
0428-22-6621
0428-31-7628
0428-74-4475
0428-24-1135
0428-78-8573
0428-22-6418
0428-31-5414
0428-31-4550
0428-33-3653
0428-31-6181
0428-33-5601
0428-31-3000
0428-32-5266
0428-78-0435
0428-22-2368
0428-22-3703
0428-22-0339
0428-24-3928
0428-24-7465
0428-22-3039
0428-24-6884
0428-22-5578
0428-24-2921
0428-23-1962
0428-23-5400
0428-22-0733
0428-23-5108
080-2670-5709
0428-22-1875
0428-22-4126
0428-22-4817
0428-22-5205
0428-22-4631
0428-24-3856
0428-32-0789
0428-27-1660
0428-31-0225
0428-78-7253
0428-78-8550
0428-78-8711
0428-24-0916
0428-23-1002
0428-76-2706
0428-76-2270
0428-76-2769

府中市
府中市朝日町一丁目３３番地の５８
府中市朝日町二丁目１５番地の６
府中市朝日町二丁目２９番地の２１
府中市押立町一丁目３５番地の７１
府中市押立町四丁目１６番地の２７
府中市押立町五丁目１番地の６
府中市片町一丁目５番地の２
府中市小柳町二丁目２４番地の１３
府中市小柳町五丁目１２番地の２８
府中市小柳町五丁目１５番地の１２
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042-306-9350
042-362-7882
042-362-6121
042-334-2486
042-488-0147
042-489-1362
042-361-3331
042-363-6566
042-363-2258
042-304-5620

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈲Ｋ．プランニング
㈱小澤住まい工房
金子設備工業㈱
鈴木設備㈱
㈱古川設備興業
堀江設備㈱
㈱川村設備
信成設備
ビューワテック㈱
㈱シティー開発
徳山設備工事店
㈲杉山商事
㈲半田設備工業所
細谷設備工業㈱
㈱福徳工業
長倉工業㈱ 東京事業部
㈱明保設備
㈱伊藤住設 府中支店
㈱泰東建設
ハウス企画
㈲舘山設備工業所
㈲篠塚設備工業
㈱セントラルシステム
㈲武蔵野サービス
㈱白石工業
雨宮住宅設備㈲
トウネンキ㈱
髙橋工業所
㈲大庭設備工業
㈲松本建設工業所
㈱塙設備工業
㈲守田設備
共栄工業㈱
オダワラ水道
吉沢設備工業㈱
㈲高木管工事
湧泉工業㈱
㈲臼井水道工業
㈲岡野設備工業
ウェッジ
㈲マツヤマワークス
伸幸工業㈱
カトウ設備企画
㈱喬生
㈱優和設備
㈲信玄土木建設
㈱ビーカインズ
㈲佐々木設備工業所
博洋工業㈱
㈱皐月 府中営業所
㈱紅葉丘工業所
㈲大正工業
㈲神戸設備
㈲谷合設備工業
㈲吉野産業
㈲トレール・ワーク
倉田住設
㈱八洲
㈱請国建設
㈲都市綜合設備
岡本設備㈱ 支店
㈱伊佐設備工業
㈱リビング

調布市
㈱データム
町田工務店
㈲丸儀設備

所
在
地
府中市是政一丁目４３番地の２６ いちごハイツ１０６
府中市栄町一丁目８番地の９
府中市栄町一丁目２０番地の３
府中市栄町二丁目１０番地の１１
府中市清水が丘二丁目３２番地
府中市清水が丘三丁目１７番地の２
府中市白糸台一丁目２３番地の１０
府中市白糸台二丁目１１番地の２９
府中市白糸台三丁目３４番１８号
府中市白糸台三丁目３６番１０号
府中市新町一丁目４０番地の７
府中市新町一丁目４５番地１０
府中市新町一丁目５６番地の１４
府中市新町一丁目６３番地の１４
府中市新町一丁目６３番地の１５-２０２号
府中市新町一丁目７０番１号 長倉ビルⅠ
府中市新町二丁目１番１号
府中市新町二丁目１８番地の１０
府中市新町二丁目４２番５号グリーンコーポ
府中市住吉町一丁目４４番地の２ ＡＫビル４階
府中市住吉町一丁目８０番地の１０
府中市住吉町三丁目１番地の５
府中市住吉町三丁目２１番地の２３
府中市浅間町三丁目９番４５号
府中市浅間町三丁目１１番地の１８
府中市天神町一丁目１９番地の２３
府中市天神町三丁目１１番地
府中市西原町四丁目４１番地の１０
府中市西府町二丁目１９番地の２
府中市西府町二丁目３４番地の４
府中市西府町五丁目２５番地の７
府中市日新町二丁目３０番地２２
府中市日新町三丁目３４番地の１
府中市日新町四丁目６５番地の３
府中市日新町五丁目３番地の２２
府中市八幡町二丁目４番地の４
府中市分梅町二丁目８番地の２
府中市本町一丁目２２番地の１
府中市本町四丁目１５番地の３
府中市緑町一丁目１番地の１ カサ・ヴェルデ３０２
府中市緑町二丁目２６番地の２
府中市南町二丁目２４番地の５
府中市宮西町三丁目３番地の１２クリオコンフォート府中２０４

府中市宮西町四丁目９番地の１０
府中市武蔵台一丁目１１番地の３６
府中市武蔵台一丁目２２番地１１
府中市武蔵台三丁目３３番地の３
府中市紅葉丘一丁目３８番地３
府中市紅葉丘三丁目２３番地の５０
府中市紅葉丘三丁目３４番地の２７
府中市紅葉丘三丁目４３番地の１
府中市矢崎町四丁目１４番地１
府中市四谷四丁目５１番地の３２
府中市四谷六丁目２５番地の３
府中市若松町一丁目１８番地の２
府中市若松町二丁目５番地２３－２０２
府中市若松町二丁目２６番地の３３
府中市若松町三丁目３番地の１
府中市若松町三丁目６番地の２７
府中市若松町三丁目２５番地の１５
府中市若松町三丁目２９番地の１０
府中市若松町四丁目４８番地１７
府中市若松町四丁目５２番２６号

電話番号
042-340-4361
042-368-2551
042-364-4611
042-364-4511
042-367-2124
042-362-4438
042-335-1143
042-369-4180
042-352-1077
042-361-1400
042-361-3198
042-365-2861
042-363-4595
042-363-4471
042-306-9576
042-352-3600
042-365-3670
042-365-9600
042-319-8794
042-334-7800
042-366-4348
042-361-9208
042-361-1884
042-352-1661
042-365-4110
042-369-1522
042-363-0321
042-507-5301
042-333-0784
042-361-4228
042-363-8700
042-302-7507
042-365-2622
042-304-5336
042-363-1568
042-363-0378
042-366-3611
042-362-6685
042-366-3712
042-336-4733
042-368-1976
042-358-9111
042-360-9820
042-366-2411
042-306-7201
042-577-2553
042-320-3360
042-365-4908
042-364-0141
042-358-2336
042-368-1938
042-335-2700
042-360-0656
042-366-4741
042-363-1991
042-362-7496
042-334-3674
042-367-1234
042-363-1869
042-369-9013
042-304-5620
042-369-2180
042-367-3040

調布市
調布市入間町二丁目５番地７
調布市入間町二丁目１７番１０号
調布市入間町二丁目１７番１９号
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03-5384-8093
03-3300-8516
03-3305-5323

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱あかつき設備
湧泉工業㈱ 調布支店
ゴフェル住設㈲
誠心興業㈱
㈲大松工業
東和空調㈱
㈱ジェイワンネットワーク
㈱ジャストワンコーポレーション
㈱リモデルゆう
東京ガスリックリビング㈱ 東京ガスライフバル調布狛江

木村設備㈱
㈲金山油化
泰平工業㈱
㈲カイセイ工業
武蔵野ライフサポート
㈱高橋工業所
㈱双管
萬田設備
㈲コブネ管工
三鈴工業㈱
㈲英設備工業
㈲石坂興業
㈲薩南温調
東設工業㈱
和友設備
中嶋設備㈱ 調布支店
ベルウッド設備
宮越設備工業㈱
㈲内田設備
シンエイ設備工業
光陵設備
中村設備工業㈱ 東京営業所
㈱長濱水道設備
豊田設備工業
平井設備㈱
㈱環境装備エヌ・エス・イー
島田工業㈲
㈲茂呂設備工業
田中水管工業社
㈱恵設
㈱エイシン工業
㈱あまぎ設備
秋山設備
㈲フロコーポレーション
中村住設
㈲協新工業社
ウォーター・ワークス
ミサワホーム建設㈱ 支店
㈲今井工業
宮沢設備工業㈱
㈲エムエム工業
㈱伊藤工業 調布支店
㈱日本スペーシオ
㈱心羽管工
調布管工土木事業協同組合
内外サービス㈱
㈲渡辺設備
㈲小俣工業所
㈲アサミ
小笠原工業所
調布設備㈱
㈱ＭＫシステム
㈲倉田設備工業
ウォーターディパー

町田市
㈱相進工業
㈱八設

所
在
地
調布市上石原一丁目２９番地１
調布市上石原一丁目３３番１２号
調布市上石原三丁目３５番地７４
調布市菊野台二丁目３７番地７
調布市菊野台三丁目３２番地２
調布市国領町一丁目２３番地１４

電話番号
042-482-8632
042-441-7364
042-490-6547
042-441-5656
042-482-6821
042-486-8551
調布市国領町一丁目４５番地１１ ＴＡＢＡＫＯＹＡ．ＢＬＤ４０８ 042-486-2152
調布市国領町二丁目５番地１５ グランタワー調布国領１５１０ 042-486-2152
調布市国領町二丁目１８番地７
0424-82-7397
調布市国領町二丁目１９番１号
050-3818-9323
調布市国領町四丁目６番地８
042-486-7405
調布市国領町五丁目５０番地１
042-485-2552
調布市国領町五丁目６２番地１０
042-483-8342
調布市国領町八丁目１番地１３
042-498-0102
調布市国領町八丁目１番地３５ ６－５１２
0120-970-030
調布市佐須町一丁目６番地９
042-482-7393
調布市佐須町二丁目１番地６
042-444-5682
調布市佐須町二丁目２４番地２３
042-441-5384
調布市佐須町二丁目３８番地７
042-482-4410
調布市佐須町三丁目１５番地９
042-487-1651
調布市柴崎一丁目５７番地１
042-481-2552
調布市下石原一丁目５７番地９
042-482-3211
調布市下石原三丁目６８番地１５
0424-84-1327
調布市下石原三丁目６９番地８
042-484-2321
調布市深大寺北町二丁目４８番地８ ファミーユ深大寺１０３ 042-480-4045
調布市深大寺北町五丁目３４番２号 Ｂ２０１
042-481-2445
調布市深大寺北町六丁目４番地８
042-498-7347
調布市深大寺東町二丁目５番地２
042-482-6780
調布市深大寺東町二丁目１１番地６５
042-441-1152
調布市深大寺東町五丁目２１番地１８
042-488-8899
調布市深大寺東町七丁目４０番７号コーポ埼玉１０１
042-444-3960
調布市深大寺南町二丁目５番６号
042-446-1270
調布市深大寺南町四丁目２６番地２５
090-8883-8800
調布市深大寺南町五丁目１７番地２８
042-446-1285
調布市深大寺元町二丁目２７番地１１
0424-41-0660
調布市仙川町一丁目８番地１
03-3307-8783
調布市仙川町二丁目１０番６５号
03-3308-0995
調布市染地一丁目１２番地２１
042-486-1204
調布市染地二丁目１３番地１６
042-498-2932
調布市染地二丁目３５
042-444-3677
調布市染地三丁目１番地３５８
042-484-2868
調布市染地三丁目５番地１９３
042-485-3858
調布市染地三丁目７番１号 池田ハイツ１０２
042-483-1654
調布市多摩川一丁目４４番１号－１０６
042-485-7470
調布市多摩川二丁目８番地５
042-483-0965
調布市多摩川四丁目２０番地１２
042-482-6030
調布市多摩川五丁目２１番地１ クレール京王多摩川４０３ 042-485-8848
調布市調布ヶ丘三丁目３３番２号
042-485-6005
調布市飛田給一丁目３番地１５
042-485-1323
調布市飛田給二丁目６番地１
042-485-8891
調布市西つつじヶ丘二丁目１５番地１
03-3305-0646
調布市西つつじヶ丘四丁目４１番１１号
042-481-5937
調布市東つつじヶ丘一丁目８番地６
03-5315-1070
調布市富士見町一丁目２０番地３６
042-444-4336
調布市富士見町一丁目２０番地６
042-487-3591
調布市富士見町二丁目２１番地１６
042-481-2881
調布市富士見町四丁目１１番１５号
042-487-1789
調布市富士見町四丁目２０番地２４
042-482-3841
調布市富士見町四丁目３８番地６
042-484-6141
調布市布田二丁目２５番１９号
042-480-3293
調布市布田二丁目４７番地５
042-483-2236
調布市緑ヶ丘二丁目５番地３号
03-5969-9710
調布市緑ヶ丘二丁目５０番地６
03-3300-4659
調布市若葉町一丁目４番地７３
03-6279-6372

町田市
町田市相原町４００番地３
町田市相原町７８８番地１
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042-810-1249
042-770-2172

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱相原水道
輿石工業所
土屋企業㈱
小泉ポンプ商会
㈲やぎや
管秀設備
㈱ミライ設備
森崎工業㈱
藤和工業㈱
常勝建設㈱
㈲安諸工業所
㈱悠工社
㈲守屋設備設計企画
㈲脇田設備工業
成田建設㈱町田営業所
㈲栗生設備
清水設備
㈲目黒工業所
㈱広洋建設
㈲長田工業
㈱HEERO
㈱ワイケー興業
㈲タケダ
一工業
㈱英建社
㈲中央設備工業
㈱オカモト町田支店
㈲モリテック
進悦設備
大和建設工業㈱
東豊工業㈱
髙橋設備工業
佐藤設備
㈲新熱設備住建
玉川設備㈲
㈱ＴＥＣＯ・ＨＯＭＥ
㈱ＮＳＳ
㈱岡田建設 東京支店
㈲タツミ設備工業
岡設備
㈱加藤管工設備
丸忠建設㈱
㈲下平住設
㈲村田設備工業
㈲タカシ設備
㈲井上工業所
㈱永野
㈱Ｎｅｏｘ
㈲進建 町田支店
ＳⅡプラン
㈱久島工業
㈱エイティ工業
進和工業㈱ 町田支店
進和総設㈱
㈱設備工事石上
㈲大谷設備
㈱町田清掃社
㈱アーバンサプライ
木曽水道工業所
谷津建設㈱東京支店
ユーゴー総合設備㈱ 町田営業所
佐賀設備
㈱サン・ホーム
㈱夢希地
㈱芝田総合住設 高ヶ坂営業所
㈲中嶋設備
㈱ケイ・エス工業

所
在
地
町田市相原町８５８番地２０
町田市相原町１０４０番地８
町田市相原町１２５１番地
町田市相原町１７０７番地
町田市相原町１７４８番地
町田市相原町１７６５番地１８
町田市相原町１８０１番地３
町田市相原町２１２０番地の１
町田市旭町二丁目１５番１９号
町田市大蔵町５４５番地５
町田市大蔵町９４５番地
町田市大蔵町１６００番地７３
町田市小野路町８４番５
町田市小野路町１９９３番地６
町田市小野路町２０２８番地
町田市小野路町２０７３番地７
町田市小野路町２２３４番地３
町田市小野路町２２３４番地５５
町田市小野路町２４５７番地１
町田市小野路町２５７１番地４
町田市小山ヶ丘一丁目３番地１９ ５０６
町田市小山ヶ丘三丁目１２番地８
町田市小山ヶ丘五丁目１８番地４
町田市小山田桜台二丁目５番地２３－４０１
町田市小山町１１９番地
町田市小山町１５３番地８号
町田市小山町６５８番地２
町田市小山町７５０番地１ aie町田オアシスト７０３
町田市小山町８４５番地１
町田市小山町１１５２番地１－０２
町田市小山町１２０５番地９
町田市小山町１６５５番地３
町田市小山町２４７３番地４
町田市小山町４１２５番地１
町田市金井二丁目１７番１号
町田市金井四丁目１８番３３号
町田市金井町２６１２番１５４
町田市金森一丁目３番１号
町田市金森二丁目９番１２号
町田市金森二丁目１７番１７号
町田市金森二丁目１７番２６号
町田市金森四丁目１７番１８号
町田市金森四丁目４４番５号
町田市金森七丁目１５番２５号
町田市金森東二丁目１０番１７号
町田市金森東二丁目１０番３５号
町田市金森東四丁目１５番３号
町田市金森東四丁目２１番８号
町田市上小山田町４４５番地の１
町田市上小山田町３０３４番地２３
町田市木曽西二丁目４番地１８
町田市木曽西四丁目５番３７号
町田市木曽西四丁目２５番５号
町田市木曽西四丁目２５番５号
町田市木曽西四丁目３０番２１号
町田市木曽東一丁目４８番４４号
町田市木曽東二丁目６番１８号
町田市木曽東三丁目２４番１７号
町田市木曽東四丁目２２番１号
町田市木曽町９１２番地２０１
町田市高ヶ坂１４６１番地３ コーポ高ヶ坂１０２号
町田市高ヶ坂三丁目１３番１３号
町田市高ヶ坂三丁目２８番１９号
町田市高ヶ坂四丁目３３番１０号
町田市高ヶ坂五丁目２１番１０号
町田市高ヶ坂七丁目４番２７号
町田市高ヶ坂七丁目１２番７号
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電話番号
042-810-1055
042-771-3412
042-773-6686
042-772-2826
042-772-0228
042-703-7400
042-810-1922
042-771-1585
042-728-8851
042-703-9952
042-735-5779
042-860-5287
042-793-1753
042-736-5859
042-708-8149
042-734-9967
042-736-5794
042-736-7914
042-735-0885
042-734-7633
042-810-3621
042-775-0800
042-720-7344
042-797-1015
042-794-8056
042-798-7700
042-759-5593
042-794-8533
042-797-7784
042-860-0468
042-705-9372
042-798-1459
090-6546-1493
042-773-1191
042-734-2857
042-708-0755
042-734-6390
042-721-1188
042-729-2670
042-727-1028
042-725-6132
042-796-8452
042-799-4883
042-722-2730
042-722-2280
042-722-4940
042-796-5960
042-813-8539
042-798-0572
042-797-5039
042-791-1201
042-794-4578
042-794-2660
042-794-2663
042-792-4123
042-725-5402
042-722-1973
042-789-6080
042-791-0109
042-789-4305
042-729-3579
042-728-0348
042-724-0677
042-865-0642
042-728-6987
042-709-3684
042-726-6754

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
オカモト総合設備㈱ 町田支店
㈱三設興業
㈲豊沢工営
積和建設西東京㈱
明誠工業㈱
㈲小糸設備
㈲小澤設備
㈱鶴川設備工業
㈱サンライズエンジニアリング
星野設備工業㈲
仲大工業
池田設備
㈲村山興業
㈱創栄工業
㈱共進開発
㈱エリア・トラスト
㈱開発機工
㈲ブルーウェイ
㈲河西工業
丸豊建設㈱ 町田支店
㈱忠生設備工業
㈱笹原設備
㈱小池設備 町田支店
㈲三立設備
㈲中山工業
㈱南州建設開発興業
守屋ポンプ店
藤沼工業㈱
㈲双美 東京営業所
㈲英伸
㈲榊総合住設
㈱ジェス 町田営業所
㈱エグゼス
㈱ノザキ商会
㈲ユニオン設備工業
井上工業
誠電装美㈱
㈲吉良管工
丸山設備
シー・エイチ・シー・システム㈱
㈱エス・エス・イー 町田営業所
東京ガスライフバル澤井㈱
町田市管工事協同組合
㈱リフォームジュウベイ
㈲石渡水道工業所
㈲小澤工業所
㈲信葉設備工業
アタプランニング
㈱パンドーラ
誠和設備工業
坂口設備
親和興業㈱東京支店
㈱スイコウ 町田支店
㈱メイワ
アサヒ技研㈱
㈱村山工業所
㈲守隆工業
山口設備工業㈱ 町田支店
㈲岩東工業所
㈱一本松工業 町田支店
星崎設備工業㈱
アトラス水道サービス
㈲ホクホウ
㈱松田設備
㈲昭和総設
山王設備工業
山崎商会

所
在
地
町田市高ヶ坂七丁目１２番１０号
町田市下小山田町７９１番地２
町田市下小山田町１７１２番地
町田市下小山田町２７２０番地４
町田市下小山田町２７２７番地１１
町田市下小山田町３２６７番地１２
町田市下小山田町３３６８番地３
町田市真光寺町１０１２番地６
町田市真光寺町１１９１番地４
町田市図師町４５９番地１
町田市図師町６０９番地１９
町田市図師町９４１番地３
町田市図師町１５４３番地８
町田市図師町１６２９番地３２
町田市図師町１６３９番地１
町田市図師町１６９３番地１ エスペランサ２階
町田市図師町１６９６番地１８
町田市図師町２２５４番地２５
町田市忠生一丁目２番地３
町田市忠生一丁目１５番１５号 エスプラザ１０１
町田市忠生一丁目２５番地１３
町田市忠生一丁目２８番地７
町田市忠生一丁目２９番地９
町田市忠生二丁目２７番地６０
町田市忠生二丁目３１番地６
町田市忠生三丁目１３番地２１
町田市忠生三丁目１５番地６
町田市忠生三丁目１７番地３１
町田市忠生四丁目９番１４号
町田市玉川学園一丁目１９番１１号
町田市玉川学園四丁目１０番２３号
町田市つくし野四丁目２２番地８
町田市鶴川四丁目８番５号
町田市鶴川五丁目１４番地３
町田市鶴間五丁目２番１－３０５号
町田市鶴間八丁目３番２９号
町田市鶴間八丁目１６番１号
町田市常盤町３０８３番地５７
町田市常盤町３４１６番地５
町田市中町一丁目２５番９号
町田市中町二丁目２番５号 川原ビル２階
町田市中町二丁目１５番１４号
町田市中町二丁目１５番１９号
町田市中町二丁目１６番２３号
町田市中町三丁目５番１２号
町田市中町三丁目２３番１９号
町田市成瀬四丁目５番７号
町田市成瀬五丁目２１番２１号
町田市成瀬六丁目１２番３３号－２１号
町田市成瀬七丁目１０番５－１０４号
町田市成瀬八丁目１６番２４号
町田市成瀬が丘一丁目１番地１０
町田市成瀬が丘二丁目８番地４
町田市成瀬台二丁目１１番地１４
町田市成瀬台二丁目２７番地１３
町田市西成瀬一丁目４９番２３号
町田市根岸二丁目８番地２
町田市根岸二丁目２９番地２５
町田市能ヶ谷二丁目１５番３７号
町田市能ヶ谷三丁目１４番１号
町田市野津田町８４７番地
町田市野津田町１０２０番地５
町田市野津田町１５５５番地６
町田市野津田町２５３４番地１１
町田市野津田町２８４４番地
町田市野津田町３０９２番地１４
町田市野津田町３２１０番地６８
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電話番号
042-728-9644
042-797-8527
042-797-2169
042-798-6351
042-794-8146
042-798-6254
042-860-0130
042-734-5328
042-736-0061
042-791-3678
042-791-1812
042-719-0072
042-792-9340
042-791-0193
042-789-4553
042-793-4145
042-791-4048
042-794-9217
042-791-8766
042-792-2686
042-793-2672
090-2750-7733
042-792ｰ5775
042-793-6517
042-792-4554
042-793-9333
042-791-1791
042-794-4261
042-792-7202
042-810-1097
042-732-7775
042-705-7786
042-708-9914
042-736-1989
042-799-5257
042-795-4897
042-796-5264
042-798-7063
042-794-8842
042-728-6660
042-721-5571
042-722-5347
042-722-2583
042-860-0688
042-722-2566
042-723-3877
042-722-4559
042-813-7266
042-850-9374
042-722-6859
042-726-3049
042-795-3155
042-796-1166
042-721-2210
042-728-7251
042-723-3283
042-791-1761
042-793-4822
042-735-3601
044-988-0182
042-734-4030
090-4671-7549
042-736-9021
042-737-6255
042-735-3542
042-703-7712
042-860-5527

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱田島商店
㈲エイ・ディ・ディ住宅設備
㈱芝田総合住設
ＢＭ水援社
ＫＹＫ㈱
大川工業
ライフ㈱ 町田営業所
㈲親和設備工業
八木商会
㈲原燃料店
大渕住設
安部設備工業
㈱水和設備
友ウォーター
美設
平元設備工業
㈲大井川工業
㈱ユネット
㈱きめだ設備
㈲木目田住環境設備
㈱ジェイプラン
ＨＡＲＵ．Ｒｅｍｏｄｅｌ
㈲十和田管工
㈱エコスマイル
㈲サカエ美装
㈱惠神
㈱川島商事
首都圏瓦斯㈱ 町田営業所
ジェイ・アイ設備
㈲角屋
㈲岡燃料店
㈱町田工業
㈱鎌倉倶楽部
㈱渡辺工業所
㈱アサヒ設備
㈲佐野設備工業
古川設備工業
㈲畠山工業
㈱総設
岳大土木㈱

小金井市
丸山工業所
遠藤工業所
㈲村田設備設計
鴨下設備工業㈱
東屋水道設備㈱ 小金井店
㈱富士エンジニアリング
シンワプラント㈲
㈱桐山衛生工業所 小金井支店
福田設備
㈲浜崎設備
㈲あずま管工
㈱司工業
森元工業
長倉工業㈱
㈲佐々木工業
㈱アルファ設備
㈲二宮工業所
㈲植村設備
金澤建設㈱
倭土木工業㈱
ヤマトテック㈱
竹馬商工㈱
㈱昭和未来
㈱加藤工業
㈱キド商会
小野建設㈱

所
在
地
町田市原町田一丁目６番２３号
町田市原町田一丁目２０番３号
町田市原町田二丁目７番１６号
町田市原町田二丁目８番１３号 ２０２
町田市原町田二丁目２２番３号
町田市原町田二丁目３２番１８号
町田市原町田六丁目２８番１５号クロノス町田５０１号
町田市広袴町６６８番地
町田市本町田６８番地 ロ－２３３
町田市本町田９４８番地
町田市本町田２２３２番地１７
町田市本町田２２３２番地１７
町田市本町田２２３２番地１７
町田市本町田３５４９番３藤の台団地２-２８-１０１
町田市南大谷１２３１番地２８
町田市南大谷１２９５番地１１６
町田市南つくし野三丁目４番地２ ３０２
町田市南成瀬一丁目２番２号
町田市南成瀬七丁目１６番地３
町田市南成瀬八丁目１４番４号
町田市南町田二丁目１番４３号
町田市南町田三丁目２５番１－７０１号
町田市三輪町４８２番１２
町田市三輪町１８１７番地３
町田市三輪緑山三丁目２１１２番地１２

藤和ライブタウン緑山２－２０５

町田市三輪緑山四丁目２０番地４
町田市森野一丁目３１番１３号
町田市森野二丁目２番４４号
町田市森野二丁目１２番２１号
町田市森野二丁目１７番１号
町田市森野四丁目１４番２４号
町田市森野四丁目１５番８号
町田市森野五丁目２５番２４号
町田市森野六丁目３７９番地２
町田市山崎一丁目１番９号
町田市山崎町２０４番地５
町田市山崎町２１４番地５
町田市山崎町１１４４番地
町田市山崎町１３８０番地 Ⅰ－８０１
町田市山崎町１６３５番地１

電話番号
042-722-3327
042-720-0572
042-728-6987
042-726-1305
042-724-9962
042-722-9690
042-751-0811
042-708-4252
042-724-9444
042-722-4516
042-851-7739
042-850-8247
042-850-8247
042-736-6053
042-724-4887
042-785-5865
042-795-7896
042-739-7621
042-722-9518
042-724-6993
042-706-0505
042-799-8327
044-981-4445
044-988-7668
044-981-1005
044-986-3517
042-723-0521
042-722-6715
042-785-4176
042-722-3719
042-722-1295
042-723-6244
042-785-5833
042-725-2281
042-728-0427
042-810-2090
042-793-9455
042-728-4295
042-791-7585
042-792-8695

小金井市
小金井市梶野町二丁目３番１１号
小金井市梶野町三丁目１７番２号
小金井市梶野町五丁目５番２０号
小金井市桜町一丁目７番１２号
小金井市桜町二丁目７番１５号
小金井市中町二丁目２番１号
小金井市中町二丁目２番２号 ２０３
小金井市中町二丁目８番４号
小金井市中町三丁目２４番１２号
小金井市貫井北町一丁目５番１８号
小金井市貫井北町二丁目１８番３号
小金井市貫井南町一丁目１番９号
小金井市貫井南町三丁目２番１７号
小金井市貫井南町五丁目１８番２２号
小金井市貫井南町五丁目２１番２２号
小金井市東町一丁目４１番１８号バンブーコート１階
小金井市東町一丁目４２番１８号
小金井市東町二丁目３１番５号
小金井市東町四丁目１６番２６号
小金井市東町五丁目２４番１２号
小金井市東町五丁目２４番１２号
小金井市本町一丁目２番２０号３０５
小金井市本町二丁目８番２７号
小金井市本町五丁目２番３１号
小金井市本町五丁目５番２号
小金井市本町五丁目３７番３０号
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0422-53-9851
042-384-4776
042-383-1984
042-381-3680
042-381-3955
042-384-2055
042-316-4230
042-374-0673
042-316-3880
042-321-8977
042-384-1825
042-304-9123
042-382-3470
042-385-4850
042-386-5187
042-386-7021
042-383-1838
0422-34-8771
042-381-3158
042-385-2364
042-385-2327
042-384-3131
042-385-8819
042-381-3335
042-384-3173
042-381-2938

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈲功英
ハイデンパイピングワークス㈱
東京ガスライフバル西むさし㈱
㈱三英商会
㈱翼住設
㈱協栄設備工業所
㈲旭設備工業
㈱海藤工業所
パール工業㈱ 東京営業所
ムサシノアロー㈱

小平市
ジェイアイ総合設備㈱
日本温水システム
㈲西山冷熱
㈲師岡総合設備
㈱ゴトーテクノサービス
㈲稲田工業
入江設備㈱
㈱大出工業
㈱大朱総業 事業所
㈲関根電設工業
㈱小山工業
㈲裕季
㈲関設備
㈱笹間設備
海老沼設備㈱
㈱大東建興
㈲フォームライト
㈱多摩住設
㈲島野設備工業
㈲川瀬土木
吉村建実工社
井上設備工業㈱
東屋水道設備㈱
㈲時和設備工業
㈱かじわら
㈲山崎設備工業所
㈱ＥＭエンジニアリング
足利管工業
㈲矢崎興業
岡孝設備
広栄サービス
明孝設備
㈱大朱総業
高杉商事㈱
㈲新井管工
㈱佐藤設備工業
㈱インフレッチェ
岩本設備設計
央設備工業㈱
㈱冨士工務店
㈱山内工業所
㈲島村配管
㈲ベスト
首都圏瓦斯㈱ 小平営業所
㈱リバティ
日昇工業㈱
富士工業
㈱森田工業所
㈱吉田工業所
三谷興産㈱
㈱染矢設備工業
㈱小平興業
東京ガスタマライフバリュー㈱
アクア設備
㈱幕田興業
㈱ナス・コーポレーション

所
在
地
小金井市本町六丁目１番１５号
小金井市前原町五丁目１番４０号フラットアウトⅡ
小金井市前原町五丁目６番９号
小金井市前原町五丁目６番２８号
小金井市前原町五丁目１１番３６号
小金井市前原町五丁目１６番３２号
小金井市緑町二丁目１番１９号
小金井市緑町三丁目４番１１号
小金井市緑町五丁目４番１９号
小金井市緑町五丁目２１番２３号

電話番号
042-831-4341
１０１ 042-401-2454
042-384-5711
042-383-3661
042-387-7611
042-381-0239
042-382-5722
042-381-1534
042-388-7333
042-382-0111

小平市
小平市大沼町二丁目３４番１７号
小平市大沼町四丁目５番１５号
小平市大沼町五丁目１８番１５号
小平市小川町一丁目２１３番地の２
小平市小川町一丁目５１２番地の５０
小平市小川町一丁目８０１番地の８５リヴェール・ヴィラ１０３

小平市小川町一丁目１０１１番地
小平市小川町一丁目２４０９番地
小平市小川町一丁目２５１１番Ｈ６
小平市小川町二丁目１３５８番地の１
小平市小川町二丁目２０２４番地
小平市小川西町一丁目８番６号
小平市小川西町三丁目２５番１８号
小平市小川東町一丁目１６番３号
小平市小川東町五丁目３番１９号
小平市小川東町五丁目１９番２０号
小平市小川東町五丁目２０番１４号
小平市学園西町一丁目１番１８号
小平市学園西町一丁目１１番１９号
小平市学園西町二丁目１８番１２号
小平市学園西町三丁目２７番１号
小平市学園東町一丁目７番１号
小平市学園東町三丁目３番１２号
小平市学園東町三丁目１９番８号
小平市学園東町４４８番地の３
小平市学園東町４９６番地
小平市学園東町５８２番地の５２
小平市栄町二丁目１４番１号
小平市栄町二丁目２９番２０号
小平市上水新町一丁目１８番３５号
小平市上水新町三丁目１０番１８号
小平市上水本町一丁目１７番６号
小平市上水本町二丁目１２番２６号
小平市上水本町四丁目８番１２号
小平市上水本町四丁目１９番１５号
小平市上水本町五丁目３番１号
小平市上水本町六丁目１２番７号
小平市上水南町一丁目１番７号
小平市鈴木町一丁目１２３番地の３３
小平市鈴木町一丁目１８４番地の１６
小平市鈴木町一丁目２７５番地２号
小平市鈴木町一丁目４２２番地１３
小平市天神町一丁目４番２８号
小平市天神町一丁目１６３番地８
小平市天神町一丁目２２９番地の２５
小平市天神町四丁目１４番２４号
小平市中島町３３番１１号
小平市仲町５３番地の１
小平市仲町１２６番地
小平市仲町１９６番地の３
小平市仲町２６３番地の１モンシャトー吉田Ｃ棟１０３号
小平市仲町４４２番地
小平市仲町４４５番地１
小平市花小金井四丁目１４番７号
小平市花小金井四丁目２１番５－４０４号
小平市花小金井四丁目３３番４号
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042-313-2772
042-344-2121
042-345-3775
042-341-4133
042-313-6594
042-344-1959
042-341-2523
042-344-7101
042-313-4987
042-343-3013
042-342-1211
042-346-1006
042-342-2107
042-341-1700
042-344-6041
042-343-4651
042-344-3588
042-313-5038
042-341-3204
042-344-3300
042-409-6831
042-343-0510
042-341-0841
042-341-0192
042-343-5111
090-1530-7006
042-343-4077
042-345-6325
042-347-0854
042-344-5944
042-332-9292
042-201-8328
042-325-9500
042-321-2682
042-323-7018
042-322-3498
042-320-1333
042-327-9799
042-323-4248
042-342-5911
042-341-4636
042-321-2888
042-348-4820
042-341-2973
042-347-1313
042-328-3800
042-341-3021
042-342-1016
042-341-0227
042-344-6666
042-343-2032
042-341-2468
042-347-1300
042-463-1211
042-463-9389
042-461-5050

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
㈲新研工業社
㈱リバティ
㈱清水建設工業
㈲小澤設備工業
㈲塙建設興業

称

日野市
㈱協栄土木設備
千秋工業
㈱ヤマグチ
ヒサジマ住宅設備
ナイス管工
西野土建㈲
㈲加藤商会
真野設備工業㈱
多摩プランニング㈲
櫻井設備
㈱日野工設
コニカミノルタエンジニアリング㈱
㈱小塩設備工業
㈱日東鑿井工業所
㈱安藤設備
武石設備工業
㈱生粋組
㈲青木工業所
㈱オバナ
㈲山田設備
㈱シティリノベーション 日野事務所
㈲菱山工業所
日熱リビング多摩㈱
㈲小島設備工業所
㈲大野住宅設備
㈲アクアサービス
㈲日野住宅設備
多摩水道設備㈱
㈱秋間ボーリング商会
岸村設備商会
㈱平山企画
須﨑設備
㈱三翔設備工業
㈱日野衛生公社
㈱西川工業所 日野支店
㈱DAIKEN
㈲小林工業所
㈱アクアエンジニアリング
㈲日野サクセン工業所
悠工業
幸和設備
㈱菊屋住宅設備
KYS企画
㈱大塚設備

東村山市
吉村工業
㈲丸進工営 東村山営業所
あすか創建㈱ 西関東統括営業所
㈲長野設備工業
㈲むつみ設備
末松建設工業㈱
㈱丸山住設
日商ガス販売㈱
水野工業所
㈱ナガオカ
㈱積壱
ケーユウ住設
㈱貫井産業 東村山支店
東光建設㈱
サニー工業
㈲フジヤ工業

所
在
地
小平市花小金井五丁目５６番１３号
小平市花小金井七丁目１番７号
小平市花小金井七丁目３番２４号
小平市花小金井七丁目１８番１４号
小平市花小金井南町三丁目７番４４号

電話番号
042-461-5625
042-347-1313
042-342-3745
042-347-5511
042-461-8070

日野市
日野市旭が丘二丁目２８番地の３
日野市旭が丘五丁目５番地の１８
日野市旭が丘六丁目８番地の３０
日野市石田４３１番１８号
日野市大字石田４１８番地の１２
日野市大字日野１２７８番地の１
日野市大坂上四丁目１番地の９
日野市大坂上四丁目６番地の６
日野市栄町一丁目１７番地の５
日野市栄町二丁目５番地の８コーポやまと１０２
日野市栄町二丁目１９番地の２８
日野市さくら町１番地
日野市新町四丁目２５番２６号
日野市高幡１５９番地
日野市高幡１０２３番地の８
日野市多摩平六丁目３０番地８
日野市豊田四丁目１９番地の２１
日野市東豊田三丁目８番地の４－２０２
日野市東豊田四丁目２７番地の４・６号
日野市東平山二丁目２８番地の７
日野市日野３８９番地１滝瀬ビル１Ｆ
日野市日野３９８番地
日野市日野１２５１番地の４
日野市日野台一丁目１５番地の２４
日野市日野台二丁目１６番地の１２
日野市日野本町二丁目８番地の５
日野市日野本町六丁目６番地の７２
日野市平山三丁目３番地の１０
日野市平山四丁目１３番地の２４
日野市平山四丁目１７番地の２７
日野市平山五丁目１９番地の１４
日野市程久保一丁目１９番地の５
日野市万願寺一丁目２４番地の３
日野市万願寺四丁目２４番地の７
日野市万願寺五丁目４番地の６
日野市三沢１５０４番地の５ アメニティ髙幡３０１
日野市三沢二丁目４３番地の４
日野市三沢二丁目５２番地の１
日野市三沢三丁目２番地の１３
日野市南平三丁目２番地の２９
日野市南平六丁目１５番地の５
日野市百草２９６番地１
日野市百草１０４２番地の６９
日野市百草２０２７番地

042-586-0101
042-586-8561
042-587-8750
042-586-2614
042-587-3569
042-581-4381
042-583-8563
042-581-3330
042-583-9680
090-7274-0605
070-5567-7107
042-589-3720
042-843-3997
042-591-5769
042-591-1155
042-584-5923
042-595-8464
042-589-0331
042-582-7793
042-581-0759
042-519-4693
042-581-1672
042-514-9030
042-585-0538
042-584-1909
042-584-2199
042-581-1162
042-593-0308
042-591-1914
042-593-8164
042-506-5838
042-506-9133
042-587-8967
042-581-3177
042-584-8191
042-507-2910
042-599-6131
042-506-7746
042-591-1385
042-506-6977
042-591-1097
042-591-3712
042-593-7657
042-592-6033

東村山市
東村山市青葉町一丁目３番地１
東村山市青葉町一丁目９番地１
東村山市青葉町一丁目９番地の１
東村山市青葉町一丁目１０番地７１
東村山市青葉町一丁目２７番３１号
東村山市青葉町二丁目５番地４２
東村山市青葉町二丁目１０番地２６
東村山市青葉町二丁目３８番地４
東村山市青葉町三丁目１３番地１４
東村山市青葉町三丁目３２番地２２
東村山市秋津町一丁目２４番４号
東村山市秋津町三丁目１９番地７１
東村山市秋津町三丁目３０番地４
東村山市秋津町四丁目１６番地４
東村山市秋津町五丁目１番地２
東村山市恩多町一丁目５番地６２
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042-394-5565
042-394-8109
042-391-7805
042-398-1990
042-393-4508
042-392-1142
042-397-5893
042-394-3977
042-391-2089
042-393-3100
042-399-3139
090-6482-1925
042-394-1222
042-391-1947
090-3108-2098
042-394-7681

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
加藤商事㈱
誠興産㈱
㈱サンキュウヘルスライフ
南部空調㈱
塩田工事事務所
田中設備設計
誠興産㈱
㈲菊池工業所
誠史設備
㈱丸山設備工業
㈲トラスト・フォーム
㈱及川土木
㈱糟谷設備工業所 東村山支店
パール工業㈱
㈱アイディーケイジャパン
ヒカル・エンジニアリング㈱
西浦工業㈱
㈲マツモト 東村山支店
㈲稲垣設備
進英工業
㈱千代田防災
コジマクラフト
㈲山口設備
㈲コダイ設備
㈲武田設備工業
㈲関根設備商会
岡村設備工業㈱
㈱鈴木建設
㈲髙萩パイピングサービス
㈲虹川設備工業
㈲若郷土木
Ｋ‐ｇｒａｙ．Ｓ
ＴＩ企画
井上興業㈱
㈲矢部設備
㈲大野ポンプ工業所
㈲高芳設備工業

国分寺市
㈱せきど
㈱三京冷熱
㈲丸吉工業所
㈱アットホーム
㈱水研舎
㈲鈴木土建
㈲木村設備工業
ｓｍｉｌｅ ｈｅａｒｔ㈱
宮野工業
㈱内野工務店
渡辺工業㈲
井上工業所
㈲須崎設備工業所
㈲栄組
細谷
尾﨑設備
㈱イシダ
㈱総建
三功設備
㈲進成工業
三友設備工業㈱
㈱サカイ
アーステクノサービス㈱
森永建設㈱
㈱武蔵設備工業
関 智雄
㈱アスプラント
谷口設備工業㈱
東洋住設㈲

所
在
地
東村山市恩多町一丁目１２番地３
東村山市恩多町一丁目２９番地６３
東村山市恩多町二丁目２０番地７
東村山市恩多町五丁目２７番地４
東村山市恩多町五丁目３０番地３１
東村山市恩多町五丁目３６番地１９

プルミエール久米川３０６

東村山市久米川町一丁目５８番地２
東村山市久米川町三丁目１５番地１
東村山市久米川町四丁目８番地８ レポーズ３０５
東村山市久米川町四丁目２５番地９
東村山市久米川町四丁目３３番地１１
東村山市久米川町四丁目３３番地５３
東村山市久米川町五丁目２０番地２５
東村山市久米川町五丁目３５番地３４
東村山市栄町二丁目２２番地８－２Ｆ
東村山市栄町二丁目３０番地２
東村山市栄町二丁目３４番地１３
東村山市栄町三丁目３２番地４６
東村山市諏訪町一丁目１９番地４９
東村山市諏訪町二丁目３２番地２８
東村山市多摩湖町一丁目２４番地１
東村山市多摩湖町一丁目２５番地１
東村山市多摩湖町三丁目１４番地３４
東村山市多摩湖町四丁目１８番地７－２０１
東村山市野口町三丁目２８番地１７
東村山市野口町四丁目１番地７
東村山市萩山町一丁目４番地３７
東村山市萩山町一丁目８番地６２
東村山市富士見町二丁目１０番地３８－１０１号
東村山市富士見町三丁目９番地４６
東村山市富士見町三丁目１９番９号
東村山市富士見町四丁目６番地６２
東村山市富士見町四丁目１２番地５０
東村山市本町四丁目１７番地３
東村山市美住町二丁目１７番地６６
東村山市廻田町三丁目１番地２
東村山市廻田町四丁目３番地３

電話番号
042-392-1001
042-315-8811
042-394-2239
042-393-8390
042-392-3720
042-397-3747
042-315-8811
042-391-5277
042-392-9807
042-391-0176
042-396-4456
042-396-2829
042-393-2968
042-388-7333
042-313-3049
042-391-2477
042-393-1010
042-391-2567
042-392-0676
042-392-4187
042-394-7846
042-332-2744
042-395-9913
042-398-5810
042-394-0238
042-391-0261
042-345-2490
042-332-1418
042-395-8119
042-394-3038
042-392-3481
042-201-2693
042-332-1250
042-393-0212
042-395-3090
042-391-0254
042-392-5168

国分寺市
国分寺市泉町一丁目２番１２号
国分寺市泉町三丁目１番１０号
国分寺市泉町三丁目１２番４号
国分寺市北町二丁目２５番地３９
国分寺市北町四丁目１８番地５０
国分寺市北町四丁目２１番地２３
国分寺市新町二丁目１番地４６
国分寺市新町三丁目２６番地３８
国分寺市戸倉一丁目３番地３４号
国分寺市戸倉二丁目１５番地１５
国分寺市戸倉三丁目１８番地５６
国分寺市内藤一丁目１０番１６号
国分寺市並木町三丁目９番地８
国分寺市西恋ヶ窪一丁目４６番地１
国分寺市西恋ヶ窪二丁目１１番地３９
国分寺市西恋ヶ窪三丁目３番地１３
国分寺市西恋ヶ窪三丁目６番地４１
国分寺市西恋ヶ窪三丁目１９番地３
国分寺市西町一丁目１５番地１３
国分寺市西町一丁目１５番地２８
国分寺市西町二丁目５番地３
国分寺市西町四丁目８番５３号
国分寺市西元町二丁目９番９号
国分寺市西元町二丁目１６番１１号
国分寺市西元町三丁目１４番１２号
国分寺市東恋ヶ窪三丁目９番地２３
国分寺市東恋ヶ窪五丁目６番地３
国分寺市東恋ヶ窪六丁目２３番地３８－１０２
国分寺市東戸倉一丁目１番地７
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042-324-3201
042-324-2133
042-325-0869
042-304-0943
042-324-1825
042-327-1965
042-327-1750
042-359-4130
042-328-2893
042-321-1878
0425-77-5351
042-572-3553
042-321-6023
042-325-1563
042-320-1563
042-323-6935
042-312-2160
042-320-5591
042-572-6985
042-573-5386
042-505-5810
042-577-1171
042-327-5290
042-321-0574
042-322-5026
042-321-8094
042-359-4761
042-312-4064
042-321-2583

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱吉村組
㈱ユーコー
戸倉工業㈱
㈱ミタックス
㈱サカウエ
㈲秋元設備興業
㈲七元住設工業
すわ研究所
ショーレン工業㈱
東京日化サービス㈱
日本メンテナンス㈱
㈱協和日成 国立営業所
㈲市川住設
田中工業所
㈲白崎設備工業
下田工業㈱
蒼井設備㈱
冨山設備工業㈱
㈱大東建興 国分寺支店

国立市
石田設備
丸屋設備工業㈲
ＨＡＹＡＳＨＩＰＬＵＭＢＩＮＧ
㈱メディオテクノ
㈱峯岸設備工業所
兼六工業㈱
㈲くにたち設備
㈱双葉巴
㈱武藤工業所
㈱クラシアン 多摩支社
ニッポー設備㈱
㈱小山工業 国立支店
松本建装㈱
㈲イーグル興業
㈲堀沢設備
㈱遠藤組
㈲佐藤土木
㈱栄工設備商会
㈲中央住設
工藤住設
㈲吉川工業所
㈱真和
㈱ハナワ 国立営業所

福生市
加賀設備
セキグチ工業
㈲石川設備工業
㈲古家設備
㈱森田工業所
㈲三協設備工業
㈲原設備
㈱川名産業 拝島営業所
㈱ディ・アンド・アイ
安藤設備㈱
㈱桑林工業所
㈱吉田工務店
武陽ガス㈱
㈱Ｋ‐プランニング
㈱山本設備
（同）協立企画
マルヰガス東京㈱ 福生営業所

狛江市
㈲井上工業
水工房ヤスダ
㈲後藤工業所
㈲信和住宅設備
㈱丸山工業

所
在
地
国分寺市東戸倉一丁目６番地４
国分寺市東戸倉一丁目１４番９号
国分寺市東戸倉一丁目１５番地２
国分寺市東戸倉一丁目１５番地１６
国分寺市東戸倉二丁目１０番地１
国分寺市東戸倉二丁目３９番地１１
国分寺市東元町一丁目２０番１３号
国分寺市東元町一丁目２０番１３号 セブンハイム１０２号室
国分寺市東元町一丁目２０番１５号１０１
国分寺市東元町四丁目１６番１３号
国分寺市東元町四丁目１６番１３号
国分寺市光町一丁目２９番地１０
国分寺市光町一丁目４４番地３
国分寺市光町二丁目１０番地２３
国分寺市富士本三丁目２０番地１５
国分寺市本多一丁目５番８号
国分寺市本町二丁目９番１６号
国分寺市本町二丁目１２番７号
国分寺市本町三丁目１０番２２号

電話番号
042-323-7072
042-323-2323
042-325-6300
042-300-0881
042-321-3587
042-324-3635
042-327-9377
042-697-8084
042-312-4437
042-323-5634
042-326-7800
042-575-1691
042-572-2904
042-577-8378
042-576-8336
042-321-0265
042-322-7252
042-321-0191
042-321-4319

国立市
国立市青柳一丁目１３番地の２１
国立市青柳二丁目２番地の２２
国立市石田６５９番地の１エスタシオン２番館３
国立市泉一丁目１番３号
国立市中一丁目１９番地の５
国立市中二丁目２０番地の４
国立市富士見台三丁目５番地１６
国立市富士見台三丁目２４番４号
国立市富士見台三丁目２５番地の１２
国立市富士見台四丁目４１番１号
国立市富士見台四丁目４３番地の１０
国立市谷保８４６番地
国立市谷保１１８６番地の３
国立市谷保３１７１番地
国立市谷保４３８０番地
国立市谷保５１０７－１
国立市谷保５２０５番地７
国立市谷保５７８６番地の２
国立市谷保５８７３番地の１号
国立市谷保６６８６番地の６
国立市谷保６７２０番地
国立市谷保７０２１番地の４
国立市谷保７０６９番地４

042-527-5793
042-523-2464
042-849-5610
042-580-4880
042-575-0123
042-576-0011
042-572-1242
042-501-1557
042-572-2412
042-573-6511
042-576-6666
042-575-4181
042-577-0773
042-577-5162
042-573-1700
042-576-3711
042-575-7996
042-511-3722
042-572-1509
042-576-8560
042-576-5583
042-575-1011
042-574-7468

福生市
福生市加美平一丁目１６番地２
福生市加美平二丁目５番地１
福生市熊川１７９番地
福生市熊川５２８番地３２
福生市熊川７４１番地
福生市熊川７７５番地６
福生市熊川８８８番地
福生市熊川１３６８番地１
福生市志茂１６９番地１ １０２号
福生市志茂１７５番地
福生市志茂２００番地
福生市福生１１３２番地
福生市本町１７番の１
福生市南田園一丁目１４番５号
福生市南田園二丁目６番地１６
福生市南田園三丁目６０番地２
福生市武蔵野台一丁目２７番１号

042-552-1801
042-553-6818
042-551-0949
042-539-1811
042-553-0403
042-552-4505
042-553-6670
0425-52-8345
042-513-7868
042-551-0517
042-551-0261
042-551-4125
042-551-1621
042-513-0120
042-551-8123
042-513-0615
042-552-8885

狛江市
狛江市和泉本町四丁目４番７号
狛江市猪方一丁目１０番１１号
狛江市猪方二丁目１５番１７号
狛江市岩戸南四丁目１２番５号
狛江市駒井町三丁目２９番７号
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カサグランデ１０１
コーポイーグル１０３

高金ハイツ２０１

03-5438-5025
03-5497-4233
03-5761-9186
03-3489-9901
03-5438-4901

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
㈲松葉屋商店
大久保管工㈱
㈱西浦建装
誠真設備
井上工業所
㈱ナガシマ
㈱絹山工業所
池田配管建設工業㈱
㈱和泉工業所
柳工業㈱
髙橋工業所㈱
㈲柴田設備
栗山設備㈱

称

東大和市
グローワークス㈱
吉川施設工業㈱
尾花設備㈱
㈱斉藤設備
㈲山邉組
㈲上水工業
㈲齋藤水道工業
疋田設備
㈱スズキリビング
クイモト住設㈱
㈲新屋工務店
㈱丸山設備工業 東大和支店
㈱田口設備
㈱原工業所
加藤商事㈱ 東大和営業所
後藤設備
㈲高橋設備工業
㈱総眞設備
㈲大和建設
㈱富士エンジニアリング 東大和支店
㈱エスツーエム
㈲大野設備
ニシダ
㈱村山設備工業
㈲東武企画
大栄設備
㈱創秀
㈲大野ポンプ工業所 東大和支店
㈲ＡＬＦＡ
㈲コーダ水工
㈱吉村設備工業
㈱大和興業
小林設備工業
㈱スズキリビング 支店
オーガ住宅機器
㈱オザキリビング
㈱高橋管工社
㈱日盛設備工業所
㈲阿部設備
㈲マコト工業
㈱尾崎管機工業

清瀬市
田中土木㈱
畠山設備
㈱小林設備工業
㈱田中住宅設備
プレリット㈱清瀬営業所
㈲イトー設備工業
伊豆設備工業
三英建設㈱
㈱テクノヒロ
㈲浮田工業
㈲富田組

所
在
地
狛江市駒井町三丁目３１番１１号
狛江市中和泉一丁目８番１７号
狛江市中和泉三丁目４番１３号
狛江市中和泉五丁目３番２５号
狛江市西野川四丁目１９番１５号
狛江市西野川四丁目２０番１４号
狛江市東和泉一丁目４番１７号
狛江市東和泉一丁目９番１４号
狛江市東和泉一丁目３５番９号
狛江市東和泉三丁目８番３号いづみレジデンスＡ棟２０１
狛江市東野川二丁目３番２号
狛江市東野川二丁目３番６号
狛江市東野川二丁目２２番２４号

電話番号
03-5761-7892
03-3480-0151
03-3480-3171
03-3488-5367
03-3488-8164
03-3488-1676
03-3489-1181
03-3489-0733
03-3480-2015
03-5875-4569
03-3489-4164
03-5497-2073
03-3489-8805

東大和市
東大和市芋窪四丁目１４２４番地の７
東大和市芋窪五丁目１２３８番地の４
東大和市芋窪六丁目１２９６番地の１３
東大和市芋窪六丁目１３３４番地の４
東大和市上北台二丁目３６４番地の４
東大和市清原四丁目１０番地の３７
東大和市湖畔一丁目１０４２番地１４
東大和市湖畔三丁目１１５８番地の１４４
東大和市狭山四丁目１３９９番地
東大和市狭山五丁目１６２０番地の７
東大和市清水二丁目８２３番地の５
東大和市清水二丁目９３２番地の１１
東大和市清水三丁目８８８番地
東大和市清水六丁目１１００番地
東大和市清水六丁目１１７０番地
東大和市清水六丁目１２５７番地の１６
東大和市新堀二丁目１０９７番地の２０
東大和市蔵敷一丁目３０６番３号
東大和市蔵敷一丁目４０５番地
東大和市高木二丁目９５番３号
東大和市高木二丁目９７番２号
東大和市高木二丁目１７０番地の３
東大和市高木三丁目２５９番地の２
東大和市高木三丁目２６４番地の３
東大和市立野一丁目６５０番地の４
東大和市立野二丁目１７番地の２１
東大和市立野四丁目５０３番地の４

ラング・マンション玉川上水７０３号

東大和市中央一丁目５５０番地の４
東大和市中央二丁目８３１番地の１８
東大和市中央二丁目８６７番地の１０
東大和市中央二丁目１１０１番地の２７
東大和市奈良橋四丁目６５６番地ヴァンベールⅠ１０２号
東大和市南街二丁目３４番地の３
東大和市南街二丁目５５番地の４
東大和市南街二丁目７５番地の７
東大和市南街五丁目１３番地の１
東大和市南街五丁目６７番地の３
東大和市南街五丁目８８番地の２１
東大和市向原四丁目３番７号
東大和市向原四丁目１３番地の２２
東大和市向原五丁目１０８３番地の１

042-569-8349
042-564-5553
042-565-3466
042-563-8109
042-590-5822
042-565-1352
042-516-9193
042-516-9418
042-565-0012
042-565-8679
042-561-2850
042-567-3460
042-561-1501
042-565-2621
042-566-0501
042-561-4778
042-564-8568
042-590-3027
042-567-3111
042-565-6221
042-843-5695
042-561-2438
042-567-7525
042-563-3053
042-566-5998
042-561-0808
042-562-5868
042-563-8316
042-566-2973
042-564-7076
042-561-4171
042-843-5143
042-561-2148
042-565-0012
042-561-1469
042-566-0006
042-562-0711
042-565-6641
042-564-3022
042-563-2225
042-561-0305

清瀬市
清瀬市旭が丘一丁目６１９番地の２０
清瀬市旭が丘三丁目３４３番地５７
清瀬市梅園三丁目３番３７号
清瀬市上清戸一丁目８番４号
清瀬市上清戸一丁目１５番３号サニーハウス１０５
清瀬市下宿二丁目５０９番地７
清瀬市下宿二丁目６７５番地１０号
清瀬市下宿三丁目１０８５番地
清瀬市下清戸一丁目１４３番地１５
清瀬市下清戸一丁目２９０番８号
清瀬市下清戸一丁目２９６番地の１９
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042-491-0533
042-497-8482
042-493-1877
042-493-0268
042-459-5050
042-494-1613
042-492-3169
042-493-1155
042-495-2663
042-493-0320
042-491-0373

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
吾栗設計企画
三浦設備
三浦設備サービス㈱
㈱Ｙ’ｓクリエイト
㈲荒井工業所
（同）藤原設備
㈲大藤設備
松村住宅設備
㈱優美設備
アスライン
㈲おまた
㈲新倉建設
㈲中村設備工業
㈲ハーベスト
Ｏ．Ｋサービス
㈲和哲設備工業
東光建設㈱ 清瀬営業所
㈲今村組
ウイズアプリ㈱
㈲水道ポンプ 細山営業所
㈲寿設備工業
日恵設備
㈲浅見商店

東久留米市
みずいろ設備店
西川設備
㈲久保田設備工業
㈱泰同
㈲ホリエ設備
㈱ＹＳＫ
㈱イーテック
(同）ＬＬＣサンホームズ
井口設備
㈱島崎工業所
㈲西山設備工業
オザテック
㈱ウォーターパワー
㈱マスコ
吉澤設備
㈲ヌルプランニング
東京配管
萌蒔設備（きざしせつび）
久留米設備工業㈱ 東久留米支店
西武住設工業㈱
㈲安田設備
原嶋住設
㈲吉田工業所
㈲祐誠設備
大野設備工業㈱
㈲高橋工業
㈲晃彩企画サービス
㈲蘭
㈱アベジュウ建設
㈲岩田設備事務所
清水設備工業㈱
友光開発㈱
野島工業㈱
原島工業所
㈲林屋商店
㈲野間工業所
㈲五十嵐設備
㈲佐藤冷熱
㈲兼茂工業所
野村設備
㈱ユーズファクトリー
（同）オッズプラミング
㈱東和商会

所
在
地
清瀬市竹丘二丁目３１番２６号
清瀬市中清戸一丁目６１０番地の２
清瀬市中清戸一丁目６１０番地２
清瀬市中清戸三丁目４１３番地８
清瀬市中清戸三丁目４３６番地３

電話番号
0424-59-2914
042-492-4647
042-492-4647
042-494-1711
042-493-6152
清瀬市中清戸四丁目８４７番地中清戸四丁目アパート６-３０８号 042-495-0379
清瀬市中里一丁目７１３番地５１
042-493-2131
清瀬市中里二丁目１３７０番地の１
042-491-7981
清瀬市中里二丁目１６００番地９
042-446-8150
清瀬市中里三丁目９７２番地１９
042-445-2447
清瀬市中里三丁目９７９番地
042-493-3741
清瀬市中里三丁目１７２５番地の１４
042-492-5588
清瀬市中里六丁目３７番地６
042-491-3401
清瀬市中里六丁目５４番地１
042-494-2001
清瀬市野塩一丁目３１１番９
042-493-8397
清瀬市野塩一丁目３５６番地の７
042-491-1104
清瀬市野塩五丁目２０５番地４
042-491-2156
清瀬市松山一丁目１２番３号
042-493-0254
清瀬市松山一丁目１３番３－１０６号
042-493-3717
清瀬市松山二丁目１５番２７号
042-491-0146
清瀬市松山三丁目２３番３号
042-495-5056
清瀬市元町二丁目１番２８号
042-493-8655
清瀬市元町二丁目１３番１２号
042-491-5344

東久留米市
東久留米市学園町一丁目８番７４号

ゼファーひばりヶ丘学園町４０７

東久留米市金山町二丁目１５番３号
東久留米市小山五丁目６番１号
東久留米市幸町三丁目８番２８号
東久留米市幸町四丁目１０番２１号
東久留米市下里一丁目１０番１１号
東久留米市下里一丁目１１番３２号
東久留米市下里三丁目２番２３号
東久留米市下里三丁目３番２２号
東久留米市下里三丁目５番１号
東久留米市下里三丁目２４番２２号
東久留米市下里六丁目５番１１号
東久留米市下里七丁目６番４号
東久留米市新川町二丁目３番１７号
東久留米市神宝町二丁目８番２７号
東久留米市滝山一丁目８番１９号
東久留米市滝山六丁目３番１６‐５０３
東久留米市中央町一丁目１４番１４号
東久留米市中央町一丁目１８番１８号
東久留米市中央町二丁目１番５３号
東久留米市中央町三丁目２番１１号
東久留米市中央町五丁目２番３７号
東久留米市中央町六丁目３番２号
東久留米市野火止三丁目４番２－５０２号
東久留米市八幡町一丁目３番２５号
東久留米市八幡町一丁目４番２２号
東久留米市八幡町一丁目７番１５号 ２０６
東久留米市八幡町二丁目７番３５号
東久留米市八幡町二丁目１１番６５号
東久留米市八幡町三丁目６番３７号
東久留米市八幡町三丁目１２番２５号
東久留米市東本町５番１０号サニーグリーンビル２階
東久留米市東本町１１番９号
東久留米市東本町１２番５号
東久留米市本町三丁目１１番１６号
東久留米市本町四丁目７番４８号
東久留米市前沢二丁目８番６号
東久留米市前沢三丁目１番１６号
東久留米市前沢三丁目４番１３号
東久留米市前沢三丁目１１番２９号
東久留米市前沢三丁目１１番３０号
東久留米市前沢五丁目９番１０号
東久留米市前沢五丁目３４番１７号
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042-424-4367
042-420-9435
042-472-2856
042-476-7860
042-473-2505
042-470-4650
042-452-9939
042-420-4777
042-472-5539
042-471-1524
042-471-5210
042-420-4942
042-306-2406
042-471-3913
0424-57-2606
042-474-8128
080-9881-4545
042-475-8966
042-473-1237
042-475-1767
042-474-5689
042-475-7919
042-471-0634
042-473-3997
042-471-4732
042-476-0713
042-474-8349
042-473-1781
042-479-1601
042-477-1311
042-427-5048
042-479-2202
042-471-1111
042-471-7792
042-471-0278
042-471-4467
042-473-4807
042-474-5067
042-472-7156
042-457-8139
042-457-5751
042-410-2860
042-467-6767

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈲川俣設備 東久留米営業所
ＳＣＳ
理研テクノプラント㈱
カオ・コーポレーション
㈲ヤナギ
岩本設備
ダイユウ建設工業㈲
㈱奥住工業所
山喜住設

武蔵村山市
㈲小島工業所
㈱杉本組
㈲比留間管工
㈲斉藤工事
㈱熊田設備
㈲ダイワ営繕
㈱アシスト
金井設備
㈱アシスト
㈲有聖設備
㈲加藤設備
アクアテックコーポレーション
㈲三浦設備工業
㈲丸和佐藤工業
倉田工業
㈱ハナワ
㈱ハナワサービス
しまぬき設備㈱
北和管工設備
㈱諸江工業所
福井設備工業所
㈲村山衛生設備
菅原設備工業
㈲深沢設備工業
原設備
室井設備工事
㈲渡部設備工業
㈲細川設備工業
㈲峰岸設備工業
㈱サンセイ
㈲村山商事
㈱O．E．C
㈲アイワ工業
㈱岡村設備工業
香髙設備
田代住設
㈱大毛開発興業
㈱西都開発
川口設備㈱
㈲興栄設備
村山電気㈱
清水管工㈱
伊藤設備工業所
㈱オアシスライフ
チカラ建設㈱
㈱技建
大黒設備工業㈱
㈱比留間設備工業所
シュン事務所
ビッグ商会
㈱大輝建設
梅正建設㈱
㈲坂口設備

多摩市
鈴貴
㈱寿風呂飯島商店 多摩支店
㈱桐山衛生工業所

所
在
地
東久留米市南沢一丁目５番１１号
東久留米市南町三丁目１番３７号
東久留米市南町三丁目８番２８号
東久留米市柳窪一丁目９番１７－１０６号
東久留米市柳窪二丁目１４番７号
東久留米市柳窪二丁目１６番９号イ－スト・リッチ３１０
東久留米市柳窪四丁目１５番８号
東久留米市柳窪四丁目１５番２４号
東久留米市弥生一丁目２番４９号マルメゾン２１－１０１

電話番号
042-474-3284
042-430-0081
042-479-2141
042-474-6463
042-475-2044
042-410-2061
042-474-1900
042-471-4627
042-461-7534

武蔵村山市
武蔵村山市伊奈平五丁目５９番地の１７
武蔵村山市伊奈平五丁目９５番地の１
武蔵村山市伊奈平六丁目１９番地の２６
武蔵村山市榎二丁目１８番地の５
武蔵村山市榎二丁目６４番地の１７
武蔵村山市榎二丁目７０番地の１２
武蔵村山市大南一丁目４１番地の４
武蔵村山市大南一丁目６５番地の８
武蔵村山市大南一丁目９０番地の２１
武蔵村山市大南一丁目１４３番地の２６
武蔵村山市大南一丁目１４４番地の４
武蔵村山市大南二丁目２９番地の１６
武蔵村山市大南二丁目６３番地の５
武蔵村山市大南三丁目８２番地の２
武蔵村山市大南三丁目１１４番地の５
武蔵村山市学園一丁目５番地の１
武蔵村山市学園一丁目５番地の１
武蔵村山市学園一丁目８３番地の１０
武蔵村山市学園三丁目１３番地の２
武蔵村山市岸一丁目５番地の６
武蔵村山市岸二丁目５番地の１０
武蔵村山市岸三丁目３番地の４
武蔵村山市岸三丁目３６番地の１５
武蔵村山市残堀二丁目７９番地の１１
武蔵村山市残堀四丁目３８番地の１３
武蔵村山市残堀四丁目４４番地の７
武蔵村山市残堀四丁目５３番地の１２
武蔵村山市残堀五丁目１３２番地の３
武蔵村山市神明二丁目６９番地の１
武蔵村山市中央一丁目７３番地の２
武蔵村山市中央二丁目１２３番地の１
武蔵村山市中藤二丁目１６番地の２
武蔵村山市中藤四丁目２番地の１
武蔵村山市中原一丁目１６番地の１７
武蔵村山市中原一丁目１８番２４号
武蔵村山市中原一丁目２０番地の９
武蔵村山市中原一丁目２１番地の２
武蔵村山市中原二丁目１５番地の２
武蔵村山市中原二丁目２０番地の１１
武蔵村山市中原二丁目２９番地の５
武蔵村山市本町一丁目３４番地の６
武蔵村山市本町一丁目８０番地の３
武蔵村山市本町二丁目１１５番地の１
武蔵村山市本町三丁目７６番地
武蔵村山市本町四丁目２番地
武蔵村山市本町四丁目５０番地の６
武蔵村山市三ツ木一丁目３６番地の１
武蔵村山市三ツ木一丁目５５番地の１
武蔵村山市三ツ木二丁目２７番地の１５
武蔵村山市三ツ木五丁目３０番地の２４
武蔵村山市三ツ藤一丁目１１２番地の３
武蔵村山市三ツ藤二丁目２７番地の３
武蔵村山市三ツ藤三丁目２４番地の２

042-569-2214
042-560-7101
042-531-2316
042-564-6171
042-566-5232
042-561-7754
042-566-6866
042-563-3107
042-566-6866
042-516-9927
042-563-3692
042-567-3660
042-564-9213
042-563-2582
042-567-2286
042-566-8370
042-564-7468
042-562-8707
042-569-8044
042-560-0263
042-560-0933
042-560-1840
042-560-7253
042-560-3885
042-531-9201
042-560-7292
042-560-8054
042-560-4567
042-561-3763
042-590-3375
042-565-2157
042-561-4489
042-565-4029
042-560-7356
042-560-2612
042-560-9122
042-560-1437
042-560-1956
042-560-0513
042-560-1391
042-560-8382
042-560-0113
042-560-7784
042-520-8545
042-564-7177
042-567-5752
042-560-8679
042-560-6660
042-569-6393
042-520-8958
042-520-6837
042-531-5782
042-560-7630

多摩市
多摩市愛宕四丁目２４番地の１１
多摩市一ノ宮二丁目１９番１４号
多摩市落合三丁目１１番地の１２
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042-375-1533
042-372-1566
042-374-0673

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱多摩ニュータウンサービス
㈱朝倉組
㈲原設備工業
ＫＩＳＨＩ ＷＯＲＫＳ
㈲山田住設
東洋ビルサービス㈱ 多摩営業所
ヤコ－設備㈱ 多摩営業所
㈲吉田設備 多摩事務所
㈱市川住宅設備
㈱櫻設備
東京ガスライフバル南多摩㈱
㈱フジ企画
㈲イワオ企画
日本総合住生活㈱ 南多摩支店
㈱澄川工務店
横倉設備工業
カシスファクション
㈱大貫設備工業
ウィット企画
㈱澤
大柿設備
太洋工業㈱
インスライト㈱
増田住設
㈱堤工業
多摩市営繕事業協同組合
㈱東北計画
㈱大野商会
㈲伸和工業
多摩建設㈱
㈱西川工業所
大光設備
平川設備
㈱環境システム研究所

稲城市
宮本設備工業
シンワプラント㈲ 稲城営業所
セルテック㈱
㈲プラムオン
㈱ダンレイ
住設営業所
㈲横田ブロック建設
㈱三光設備工業
松本設備
㈱オザワ総合設備
オザワ総合設備
㈲太平住設
塚田設備㈱
㈲榎本設備工業
㈲タルヤ設備工業所
㈲森農機電気商会
南進開発㈱
㈱ティエスサンホーム
佐藤設備
㈲広工社
塩崎建設㈱
㈲山下設備工業
㈲鈴木設備
㈲佐藤工業
㈲かごや商店
㈱小澤工業
あかね有限責任事業組合
㈱あかね
㈲荒川水道工業所
㈲小田原工業
スキルワークス
鎌田敬一

あきる野市

所
在
地
多摩市落合六丁目１５番地６
多摩市落川１２５１番地
多摩市貝取１４５３番地の１ 小林マンション１０１
多摩市貝取一丁目５０番地の２
多摩市乞田９６３番地
多摩市桜ヶ丘一丁目６０番地の７
多摩市桜ヶ丘一丁目６２番地２
多摩市諏訪一丁目６８番地の１ ８０３
多摩市関戸二丁目３９番地１９
多摩市鶴牧一丁目４番地の１７
多摩市鶴牧一丁目２６番地２
多摩市鶴牧二丁目８番地２
多摩市豊ヶ丘四丁目６番地
多摩市豊ヶ丘四丁目７番地
多摩市豊ヶ丘四丁目１０番地の１
多摩市中沢一丁目１０番地の１０
多摩市中沢一丁目１７番地の１ヴェルデコート多摩センター３０３

多摩市永山二丁目２１番地の１
多摩市永山五丁目２３番地の９
多摩市永山五丁目２５番地１
多摩市永山六丁目６番地の４
多摩市聖ヶ丘二丁目２３番地６－３
多摩市聖ヶ丘四丁目２５番地の６
多摩市南野二丁目２番地７
多摩市百草１１４８番地の７
多摩市連光寺五丁目７番地７
多摩市連光寺五丁目７番地７
多摩市連光寺五丁目７番地７
多摩市連光寺五丁目１０番地５
多摩市連光寺六丁目２６番地の１０
多摩市和田３７４番地の４
多摩市和田４６５番地の７
多摩市和田４６６番地の３
多摩市和田１７３１番地

電話番号
042-371-1831
042-371-0881
042-371-6571
042-338-2870
042-310-0778
042-401-9815
042-371-0976
042-375-2446
042-374-5121
042-374-2207
042-373-0210
042-311-2651
042-338-7200
042-372-5111
042-376-5701
042-374-0464
042-319-3085
042-374-4859
042-373-5589
042-401-8866
042-319-3119
042-357-4365
042-313-7717
042-376-4121
042-374-4803
042-374-2320
042-373-1531
042-375-7736
042-375-0488
042-371-1405
042-375-7111
042-374-2866
042-375-2075
042-357-9016

稲城市
稲城市大丸６１番地の８
稲城市大丸２０７番地メゾン稲城３０８号
稲城市大丸３８５番地の２
稲城市大丸６４０番地の１１
稲城市押立７６０番地
稲城市押立９６５番地
稲城市坂浜１１１番地の１３
稲城市坂浜４７３番地の１２
稲城市坂浜５４３番地の３
稲城市坂浜５４３番地の３
稲城市坂浜１４４６番地１１号
稲城市坂浜２２２０番地
稲城市坂浜３０３７番地の１２
稲城市東長沼１５９１番地
稲城市東長沼１９１７番地
稲城市東長沼２１１９番地の７
稲城市東長沼２４４５番地
稲城市平尾二丁目５４番地の６ メゾン石井１０１
稲城市平尾三丁目１番地の１ 平尾住宅１５棟２０６
稲城市百村１５番地の１３
稲城市百村８１番地の４
稲城市百村９７番地
稲城市百村５９７番地の２
稲城市百村１６０４番地の９
稲城市矢野口３０５番地
稲城市矢野口６６４番地の２
稲城市矢野口６６４番地の２
稲城市矢野口７５５番地
稲城市矢野口９３５番地の４
稲城市矢野口１３９２番地の１

レリアコート京王よみうりランドイースト３０１

稲城市若葉台三丁目１番地の１

あきる野市
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若葉台ワルツの杜Ａ棟２１７号室

080-3464-0206
042-401-6111
042-379-8840
042-370-8871
042-370-2100
042-377-6730
042-331-1226
042-350-3581
042-331-4553
042-331-3966
042-331-0676
042-331-4740
042-331-2065
042-377-6334
042-377-5066
042-377-4661
042-370-3711
042-331-4233
042-331-5221
042-377-1026
042-377-9468
042-378-3450
042-378-6987
042-377-6063
042-377-6073
042-378-0300
042-379-6760
042-377-6325
042-377-9434
042-377-6836
042-331-6386

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
秋川農業協同組合
㈲萩原燃料
㈲ナカムラ設備工業
石井住設
新栄設備
㈱アーイング
㈱坂本設備工業
㈲信和設備工業
長利設備
川崎設備
タナカ総合設備
㈲あきる野設備
㈲山口設備工業
㈲アイシー空調工業
㈱西部住設
㈲乙訓工業所
木下工業所
田村住設
㈲金子設備工業
山興プランニング
㈱フジワラ技建
㈲橋本工業所
㈲秋川総合住設
㈲野口水道
㈲アクティー

称

所
在
地
あきる野市秋川三丁目１番地１
あきる野市秋川四丁目１４番地４
あきる野市油平１９３番地９号
あきる野市雨間４８７番地１１
あきる野市雨間５３１番地１１
あきる野市雨間６５０番地１
あきる野市雨間７４２番地
あきる野市五日市１２０６番地
あきる野市伊奈９１６番地５
あきる野市小川５２４番地７
あきる野市小川５４５番地１５
あきる野市小川５５３番地１
あきる野市小川東一丁目１８番地２３の１０６
あきる野市小川東一丁目２１番地３７
あきる野市乙津２３２番地
あきる野市乙津７９２番地
あきる野市上代継３９９番２
あきる野市草花４９６番地２０
あきる野市草花１９０２番地２３
あきる野市草花３２８２番地５
あきる野市三内２５９番地
あきる野市菅生３０２番地
あきる野市瀬戸岡２７５番地９
あきる野市瀬戸岡２９９番地６
あきる野市瀬戸岡３９３番地１
秋川農業協同組合 五日市ファーマーズセンター あきる野市高尾３番地１
橋本設備工業㈱
あきる野市舘谷１９３番地２
㈲カネショウ
あきる野市戸倉７３３番地４
銀河
あきる野市二宮９９１番地２
㈱ホシノ
あきる野市二宮２４０６番地１１
㈲加藤設備
あきる野市野辺２５５番地１７
㈱サカエ
あきる野市野辺２５７番地
㈱ケイテック
あきる野市野辺２８０番地４
大原商会
あきる野市野辺４００番地
村野電気商会
あきる野市野辺４５６番地
快適空間
あきる野市野辺９４７番地１
㈲エコアース
あきる野市野辺字下田８５番地５
㈱里水設備
あきる野市平沢３０５番地
土屋建設㈱
あきる野市平沢７８１番地１
㈱松幸
あきる野市山田７６４番地３
㈲師岡設備
あきる野市山田８２５番地
㈱平塚設備工業
あきる野市山田９１６番地１
㈲望月設備工業
あきる野市山田９６８番地１
㈲河野電機設備
あきる野市横沢７１番地

西東京市
㈲吉田設備
鈴木管工事㈱
大東工業所
サワホーム設備
野沢設備
㈲鶴田電気商会
㈲東洋設備工業
石橋工業所
㈱山田設備工業
㈲山川工業所
英和ビルシステム㈱
㈲小坂設備
三慶工業㈱
伊志嶺設備
久慈設備
㈱ネクサス
㈲三上設備
㈱ライクス 田無営業所
㈱石倉組
㈲水野設備工業
㈱加賀機設
㈲晉産業

電話番号
042-559-5111
042-550-0011
042-550-1815
042-559-2090
042-553-3640
042-558-5555
042-558-0186
042-596-4737
042-596-5542
042-532-2267
042-533-2006
042-550-2004
042-559-7929
042-550-2011
042-596-2647
042-596-2516
042-558-8616
042-550-8620
042-559-2597
042-550-8453
042-596-1206
042-558-7420
042-558-5490
042-550-4266
042-559-0788
042-596-1280
042-596-3842
042-596-1002
042-559-6633
042-550-1132
042-558-6805
042-558-0136
042-558-4181
042-558-1064
042-558-1507
042-550-3927
042-550-1310
042-532-0425
042-558-3297
042-588-5247
042-596-1636
042-595-3230
042-533-0171
042-596-0284

西東京市
西東京市泉町一丁目１６番３号
西東京市泉町一丁目１７番４号
西東京市泉町三丁目３番９号
西東京市泉町四丁目３番１１号
西東京市北原町一丁目２０番６号
西東京市北原町二丁目８番９号
西東京市北原町二丁目１６番２４号
西東京市北原町三丁目６番１７号
西東京市北町二丁目９番１５号
西東京市北町三丁目９番１０号
西東京市北町四丁目９番３０号
西東京市栄町一丁目３番３号
西東京市芝久保町一丁目１７番６号
西東京市芝久保町一丁目１９番３号１０１
西東京市芝久保町二丁目２１番１号
西東京市芝久保町三丁目６番６号１Ｆ
西東京市芝久保町三丁目１９番５５号
西東京市芝久保町四丁目１番１０号
西東京市芝久保町四丁目１２番４５号
西東京市芝久保町四丁目２６番１４号
西東京市芝久保町四丁目２６番１６号
西東京市芝久保町五丁目１番５号
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042-469-1588
042-463-3245
042-421-2426
042-421-3530
042-452-7121
042-463-3111
042-461-0165
042-461-4253
042-421-1836
042-423-2577
042-427-3832
042-422-4385
042-466-2301
042-463-0707
042-464-1188
042-452-3216
042-461-3177
042-463-0058
042-465-7011
042-467-5490
042-465-8880
042-469-2862

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名

称

所
在
地
西東京市芝久保町五丁目３番３９号
西東京市芝久保町五丁目６番９号
西東京市芝久保町五丁目６番２８号
西東京市下保谷二丁目３番１１号
西東京市下保谷四丁目４番６号
西東京市新町一丁目１２番１１号
西東京市新町二丁目４番１号
リック㈱ リビング設備部リビングリビルドＧ 西東京市新町四丁目２番６号Ａ棟
㈱星工務店
西東京市新町五丁目４番６号
㈱星野設備
西東京市新町五丁目９番７号
平野設備
西東京市新町五丁目１１番８号
扇谷設備㈱
西東京市住吉町一丁目２１番１２号
丸義建設㈱
西東京市田無町一丁目１番１７号 丸義ビル
㈲信栄商事
西東京市田無町二丁目１６番２１号
㈱Ｊ＆Ｃ
西東京市田無町三丁目６番１５―２０３号
㈲玉川工業所
西東京市田無町六丁目４番１２号
㈲保谷ポンプ工業
西東京市中町二丁目４番６号
㈲スイケン 中町営業所
西東京市中町四丁目５番３号
㈲今井設備
西東京市中町五丁目１３番２４号
㈲清水ホームサービス
西東京市西原町二丁目５番３５号
不来方テクノ㈱
西東京市西原町五丁目２番２４号
㈱国東総業
西東京市西原町五丁目５番１２号セジュールひばり２０３号
山本住設
西東京市東町四丁目７番２５号
㈱ソリド・ワン
西東京市東伏見三丁目６番１９号
㈱アメジスト
西東京市東伏見四丁目１番１１号
㈲瀬川工業所
西東京市ひばりが丘一丁目３番１１号
髙橋道路㈱
西東京市ひばりが丘二丁目１０番１４号
多摩住宅サービス㈱
西東京市ひばりが丘三丁目１番２４号
㈲菅井設備
西東京市ひばりが丘北三丁目３番３６号
㈱ＷＡＴＥＲ ＷＯＲＫＳ ＷＡＴ
西東京市ひばりが丘北四丁目６番２０号
㈱家田土木
西東京市富士町一丁目７番６２号 ７０１
富士工業㈱
西東京市富士町一丁目７番６５－２０６号
奥山建設㈱
西東京市富士町二丁目４番１０号
㈱敬旺企画
西東京市富士町三丁目４番３号
竹内住設産業㈱
西東京市富士町四丁目１５番４号
丸益建設㈱保谷営業所
西東京市富士町四丁目１８番１５号
㈲早乙女ポンプ工業
西東京市富士町四丁目３３番１１号
岩瀬工業所
西東京市保谷町二丁目１２番２３号
三幸建設㈱
西東京市保谷町三丁目２番１号
ソーシャル㈱
西東京市保谷町四丁目１１番１６号
㈱極水
西東京市保谷町五丁目１８番９号ラフォーレ田無２０２号
㈲大登設備工業
西東京市保谷町六丁目２番１２号
シンワプラント㈲
西東京営業所
西東京市保谷町六丁目１５番３２号１１３
横田設備工業㈱ 保谷支店
西東京市保谷町六丁目２５番２号
星住宅リフォーム㈱
西東京市緑町二丁目３番１号
杉本設備
西東京市緑町二丁目１８番６号
㈱原住設
西東京市南町一丁目１１番１８号
石原工業㈱
西東京市南町五丁目２９番５号
石川管工㈱
西東京市向台町一丁目２番４０号
㈲シモダ
西東京市向台町一丁目７番５号
㈲ツーワン設備工業 西東京支店
西東京市向台町二丁目６番１１号 フラットレジデンス向台１０７
㈲中村産業 西東京支店
西東京市向台町六丁目５番１４号
㈱西部土木 西東京支店
西東京市向台町六丁目５番１５号
鈴木管工
西東京市向台町六丁目１１番１５号
鈴木管工
西東京市向台町六丁目１１番１５号
㈱中本土建
西東京市柳沢一丁目５番４号
㈱市川土建
西東京市柳沢三丁目９番１３号
㈲ライフラインプロジェクト
西東京市谷戸町二丁目１番７５－１３２２
清水商事㈱
西東京市谷戸町三丁目１７番５号
㈱ライトグリーン
西東京市柳沢五丁目１番１７号
㈲マツナガ
水．ｃｏｍ㈱
大春建設㈱
㈲スガ住設
髙橋工業所
平井設備設計
㈲小山産業

瑞穂町
尾作設備
㈲鈴木商会
㈱村上設備
関谷工業所
齊藤設備
友野設備工業所

電話番号
042-465-7614
0424-49-1537
0424-61-1141
042-421-3427
042-421-4867
0422-53-8139
0422-51-3632
0422-59-0591
0422-51-8893
0422-54-7821
042-236-7030
042-446-8253
042-461-7176
042-460-7811
042-467-5261
042-461-5549
042-422-3461
042-421-1926
042-423-3534
042-469-6550
042-420-7284
042-410-2520
042-438-2235
042-452-1588
042-452-7228
042-421-0579
042-424-3111
042-461-2949
042-421-8331
042-424-0234
042-463-7109
042-461-2919
042-461-0011
042-450-0752
042-461-1546
042-469-1188
042-461-2911
042-462-7045
042-461-1781
042-452-2390
042-452-3874
042-461-9254
042-466-8388
042-458-0383
042-465-1166
042-469-4395
042-467-8093
042-464-1952
042-461-3162
042-468-0644
042-497-5003
042-452-5580
042-462-5324
042-467-8867
042-467-8867
042-427-3005
042-463-4684
042-450-5311
042-421-2109
042-452-5940

瑞穂町
西多摩郡瑞穂町石畑１５９４番地５
西多摩郡瑞穂町石畑２１７５番地１２
西多摩郡瑞穂町大字石畑１６０２番地
西多摩郡瑞穂町大字石畑１７８５番地２
西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷１１５５番地２２
西多摩郡瑞穂町大字二本木６５６番地２
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042-556-2626
042-557-0804
042-557-0575
042-557-0403
042-557-5595
042-557-2319

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
本橋工業所
㈱山川土木
㈱大倉建設
㈲吉岡設備
榎本工業㈱
㈱森武工務店
㈱タカヤマ
鳥海管工
㈱ニッシンコーポレーション
吉岡工業㈱
出水建設㈱
㈲対島工業
㈱東峯設備

日の出町
㈱島田造園土木
㈱橋本ポンプ工業所
㈲浅利工業
㈲日の出総合住設
㈲新井管工
旭建設㈱
㈱カゴシマ
㈲平井工業
㈲竹山設備
㈲並木組
㈱橋本設備

奥多摩町
㈲大澤工業所
大澤土建㈲
加藤施設工業
㈱大野設備工業所
原島設備
小河内建設㈱
朝日建設㈱
佐久間建設㈱
㈱一栄住設
清水土木建設㈱
㈱勝山設備工業
大舘建設工業㈱
新堀建設工業所
熊谷建設㈱

武蔵野市
齋藤管工㈱
㈲南設備工業所
井上工業㈱
㈱山一設備
㈱保谷工業所
㈲船木工事店
㈲ツーワン設備工業
㈱織田ホーム機器
㈲小川設備工業所
㈱五十嵐工業所
ヤマモト工務店
㈲アクアサポート
㈲矢島工業所
㈱岡田工業 武蔵野支店
横河東亜工業㈱ 武蔵野営業所
八丸工業㈱
㈱システムプランニング
㈱ハウズ
㈱西部土木
ホリイ商会

昭島市
㈱朝日冷熱工業
㈱福島工業所
総合インテリアもりかわ
㈱中村工業所
アポロ工業

所
在
地
西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎１５９番地
西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎５７４番地７
西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎９４７番地３
西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎１２１７番地１
西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎２３４４番地の２
西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷８０４番地１２
西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷１００５番地６番
西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷１０７６番地
西多摩郡瑞穂町長岡三丁目３番地１
西多摩郡瑞穂町南平一丁目８番地２
西多摩郡瑞穂町南平二丁目３番地４
西多摩郡瑞穂町南平二丁目５４番地３４
西多摩郡瑞穂町むさし野二丁目４５番地３

電話番号
042-557-0075
042-557-7787
042-557-1594
042-557-5231
042-557-0206
042-556-2603
042-557-4522
042-556-2020
042-556-2301
042-555-5975
042-556-0361
042-555-5596
042-513-3948

日の出町
西多摩郡日の出町大字大久野８２番地１
西多摩郡日の出町大字大久野１０４７番地
西多摩郡日の出町大字大久野１０８５番地８
西多摩郡日の出町大字大久野７４１４番地２
西多摩郡日の出町大字大久野８６２３番地
西多摩郡日の出町平井９００番地の４
西多摩郡日の出町平井９０６番地４
西多摩郡日の出町平井１２８８番地
西多摩郡日の出町平井１７６２番地４
西多摩郡日の出町平井１８３２番地１
西多摩郡日の出町平井２５７９番２号地

042-597-0446
042-597-0703
042-597-1047
042-597-3351
042-597-1379
042-597-4711
042-597-7565
042-597-0138
042-597-6677
042-597-3379
042-597-0008

奥多摩町
西多摩郡奥多摩町海沢５９０番地
西多摩郡奥多摩町海沢６０８番地
西多摩郡奥多摩町大丹波３７番地５
西多摩郡奥多摩町川井２９０番地５
西多摩郡奥多摩町川井３５４番地
西多摩郡奥多摩町河内４３５番地
西多摩郡奥多摩町小丹波８番地
西多摩郡奥多摩町小丹波４５番地
西多摩郡奥多摩町小丹波１１３番地
西多摩郡奥多摩町棚澤７９５番地３
西多摩郡奥多摩町棚澤８０８番地
西多摩郡奥多摩町日原９０７番地
西多摩郡奥多摩町氷川１８０６番地２
西多摩郡奥多摩町氷川１８６６番地

0428-83-2221
0428-83-2818
0428-85-2249
0428-85-2560
0428-85-2258
0428-86-2150
0428-85-2037
0428-85-2121
0428-85-1370
0428-85-8657
0428-85-1404
0428-83-8407
0428-83-2201
0428-83-2428

武蔵野市
武蔵野市吉祥寺東町一丁目２２番９号
武蔵野市吉祥寺東町三丁目１６番５号
武蔵野市吉祥寺本町三丁目２番１号
武蔵野市境南町一丁目３１番１号
武蔵野市境南町三丁目１６番７号
武蔵野市境南町四丁目１８番３号
武蔵野市境二丁目３番２０号
武蔵野市境四丁目１２番１４号
武蔵野市桜堤三丁目２番１０号
武蔵野市関前二丁目１５番６号
武蔵野市関前二丁目２０番１２号
武蔵野市関前四丁目１番７号
武蔵野市中町一丁目３２番１号
武蔵野市中町二丁目１６番１号 ６０２
武蔵野市中町三丁目１３番２号
武蔵野市西久保二丁目２０番７号
武蔵野市西久保三丁目６番５号
武蔵野市八幡町二丁目２番２号
武蔵野市八幡町四丁目２番１号
武蔵野市八幡町四丁目８番５号

0422-22-6591
0422-22-0726
0422-22-3226
0422-32-3446
0422-31-7635
0422-31-1206
0422-52-7677
0422-51-3876
0422-51-3572
0422-26-8101
0422-51-6529
0422-50-0105
0422-52-0320
0422-43-4111
0422-55-4770
0422-50-0373
0422-50-1443
0422-51-7046
0422-51-2288
0422-51-7147

昭島市
昭島市朝日町二丁目１番８号
昭島市朝日町三丁目６番１９号
昭島市郷地町一丁目１番９号
昭島市郷地町一丁目６番１５号
昭島市郷地町三丁目１４番７号

23/42

メゾンひばり１０２

042-541-3394
042-543-3371
042-545-1945
042-541-0161
090-3697-3529

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
翔永建設㈱
㈱榎本工務店
多摩水道サービス
㈱大和管工
㈱浅井設備
㈲カネモト工業
㈱ヒカリ電機
㈱アシスト 多摩事業所
都市建設工業㈱
㈲原島組
㈱奥山設備
垣本土建
秋山建設㈱
㈱石川工業所
㈱昭和設備工業所
飯和建設㈱
久保設備
㈱吉田組
東京燃料林産㈱ 東京西支店

羽村市
㈱村尾重機
望月建設㈱
雨倉設備工業所
武陽液化ガス㈱
志摩設備工業㈲
㈱開成
鈴木土建㈱
水木設備
前澤給装工業㈱ 東京西営業所
㈱エスケースタイル
宝住宅サービス㈲
㈲臼井設備工業所
㈲志村設備興業
羽村設備㈱
伊吹住設㈱
㈱上野組
㈱田村工務店

八丈島八丈町
水道屋フォレスト
安井水道工事店

横浜市
黒沼設備
㈲惠設備
㈱大徳工務店
㈱水野商会
北神工業㈱
㈲イシハラ住設
㈱sun realive
㈱前田設備
㈱嶮山設備工業
㈱三石設備コンサルタント
㈱アクアテック
㈱北勇
アサヒ技研㈱ 横浜支店
㈱ウォーターソニック
東海設備
㈱リフレッシュ
㈱浜
㈲こじま設備
アーク工業㈲
㈱ハスミ
㈱長谷川設備
㈱相鉄ピュアウォーター
旭住宅機器㈱
㈱アクロテック
ノーリツリビングテクノ㈱ 横浜町田本社
㈲ヤマギシ設備

所
在
地
昭島市昭和町四丁目７番１７号
昭島市昭和町五丁目３番７号
昭島市田中町一丁目７番１７－１０５号
昭島市田中町二丁目１番４０号
昭島市田中町二丁目１番４３号
昭島市玉川町四丁目１２番７号
昭島市つつじヶ丘三丁目５番６号
昭島市中神町１１６２番１０鈴木ビル１Ｆ
昭島市中神町１１７９番地３
昭島市中神町一丁目１４番６号
昭島市中神町二丁目２５番１８号
昭島市中神町二丁目２５番２４号
昭島市松原町五丁目８番１５号
昭島市松原町五丁目２４番１７号
昭島市緑町一丁目９番２６号
昭島市緑町四丁目１５番２０号
昭島市美堀町二丁目１８番６号
昭島市宮沢町二丁目２番９号
昭島市武蔵野二丁目６番２５号

電話番号
042-519-2262
042-541-0329
080-9273-2000
042-544-1530
042-541-1987
042-543-7868
042-541-4843
042-519-6853
042-545-1547
042-546-5659
042-543-5491
042-546-3734
042-541-4838
042-541-1129
042-541-3753
042-541-9225
042-545-3525
042-545-2371
042-541-6321

羽村市
羽村市小作台五丁目１７番地の３
羽村市川崎一丁目１１番６号
羽村市川崎二丁目７番８号
羽村市五ノ神四丁目１５番１号榎戸ビル２Ｆ
羽村市栄町一丁目１１番地２
羽村市栄町二丁目２２番地の２
羽村市神明台一丁目３番地６
羽村市神明台一丁目７番地１３
羽村市神明台一丁目２６番１号
羽村市神明台二丁目４番地１３－２０６
羽村市羽加美一丁目１３番地４
羽村市羽加美三丁目１２番３号
羽村市羽中四丁目３番１９号
羽村市羽西一丁目１番２号
羽村市富士見平二丁目１８番地の１２
羽村市緑ヶ丘二丁目４番地７０
羽村市緑ヶ丘五丁目１番地３

042-554-0323
042-554-6360
042-554-2345
042-578-1900
042-555-3063
042-555-3251
042-554-2414
042-555-4755
042-578-2571
042-555-2076
042-579-1420
042-555-5576
042-554-1806
042-554-2331
042-555-4413
042-554-1769
042-554-5207

島しょ
八丈町樫立２１１０番地
八丈町三根４８６９番地８

04996-9-5873
04996-2-3847

神奈川県（横浜市）
横浜市青葉区あかね台二丁目６番地２１
横浜市青葉区あざみ野三丁目３番地

あざみ野団地７棟３０４号

横浜市青葉区市ヶ尾町１０５９番地２９
横浜市青葉区市ヶ尾町１７９７番地
横浜市青葉区荏田町４２０番地１３
横浜市青葉区柿の木台１８番地１１
横浜市青葉区鉄町１８８５番地
横浜市青葉区さつきが丘６番地１１
横浜市青葉区すすき野一丁目９番地２４
横浜市青葉区つつじが丘７番地１２
横浜市青葉区つつじが丘３６番地１０ 第８進栄ビル３階
横浜市青葉区奈良三丁目２１番地４
横浜市青葉区奈良町２４２３番地２１１
横浜市旭区市沢町５８６番地５３
横浜市旭区市沢町９４６番地６７
横浜市旭区市沢町１１４２番地１３
横浜市旭区今宿西町３２８番地
横浜市旭区今宿西町３７３番地４３
横浜市旭区今宿東町９２０番地５
横浜市旭区今宿東町１５８９番５号
横浜市旭区今宿南町２１２２番地
横浜市旭区柏町４７番地１
横浜市旭区上川井町４００番地３
横浜市旭区上川井町５４４番地１
横浜市旭区上川井町２１８９番地１
横浜市旭区上白根町８０６番地３６
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045-981-1178
045-903-9904
045-971-5455
045-971-4026
045-911-1404
045-972-9024
045-532-6895
045-973-1635
045-902-1098
045-981-9971
045-981-6015
045-962-8365
045-962-7251
045-352-1005
045-489-3212
045-370-5255
045-953-8066
045-951-5113
045-958-0166
045-442-3905
045-954-1551
045-360-5546
045-924-0261
045-465-4397
045-459-6971
045-954-1239

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈲関東水理工業
㈲山本設備工業
㈲岩本設備
㈲エスケイ社
㈱富士住設機器
㈱ライフ
㈱富士
㈲カワビエンジニアリング
山田佳孝
日本技術工業㈱
永野工業㈱
東管工業㈱
㈱神奈川管工
㈲みあさ
㈱城新
興和工業㈱
永大設備
東光建設㈱
㈱三和水道管理
㈱和興業
㈱サクラ設備
㈱吾妻工業
㈲麻生商会
㈲シントー企画
㈲山田設備
㈲伸興設備
㈲Motomi
㈱MK設備設計
㈱戸塚工業所
㈱ムラサキ設備
矢島工業㈱
㈱アトラスサービス
㈱モリヤ総合設備
㈱サカエテック
㈱トミセイ
ブームタウン
ウォーターワークス
㈱近藤水道
㈱協同ビルテック
㈲松林工業
㈲笠原工務店
㈱ウォーターサプライ
さくら設備工業㈱
㈱リウォータ
城総合設備
㈱大氣社 横浜支店
東洋ビルサービス㈱
東洋総業㈱
東洋住宅サービス㈱
金杉設計
㈱グリーン・ネット 横浜営業所
㈱アーバン・ライフ・コミュニティ
㈲総合設備サービス
㈱ライテック・ジェーサービス
㈲クレスト
㈱キャプティ 神奈川事業部
富田屋管工㈱
㈱エンゼルホーン
玉澤設備
㈱神奈川保健事業社
アールシーワークス㈱
㈲石島住設
大成興業㈱
㈲長谷川設備
共栄産業㈱
㈲オハラ設備工業
三共住販㈱

所
在
地
横浜市旭区川井宿町１６５番地の１
横浜市旭区川井本町１６番地６
横浜市旭区川井本町８７番地２７号
横浜市旭区川島町３００２番２２号
横浜市旭区笹野台三丁目４８番２０号
横浜市旭区笹野台四丁目６５番１６号
横浜市旭区下川井町２１８９番地
横浜市旭区白根一丁目１５番１７号
横浜市旭区白根五丁目５６番１１号
横浜市旭区白根六丁目２７番１２号
横浜市旭区白根八丁目２０番７号
横浜市旭区善部町８番地１
横浜市旭区鶴ヶ峰二丁目２７番地２－１階
横浜市旭区中希望が丘１８０番地の１
横浜市旭区中沢一丁目４０番６号
横浜市旭区中沢三丁目５５番１７号
横浜市旭区中白根二丁目１９番２３号
横浜市旭区東希望が丘１８９番地
横浜市旭区本宿町５５番地１
横浜市泉区和泉中央南五丁目３番２５号
横浜市泉区和泉町１８番地１
横浜市泉区和泉町４８６１番地１
横浜市泉区和泉町６２４７番地５
横浜市泉区和泉町７８７７番地
横浜市泉区上飯田町２１２７番地１６
横浜市泉区上飯田町３９８７番地
横浜市泉区下飯田町５９６番地
横浜市泉区新橋町１３４２番地２０ 天神台マンション１Ｆ
横浜市泉区中田北一丁目２５番６号
横浜市泉区中田西四丁目３１番１９号
横浜市泉区中田東四丁目４８番２－３０９号
横浜市泉区領家三丁目１８番地１１
横浜市泉区緑園二丁目９番地４
横浜市磯子区栗木二丁目３１番１２号
横浜市磯子区丸山二丁目１０番１－２０２号
横浜市神奈川区大口仲町４３番地の４ 田村ハイツ１０３
横浜市神奈川区片倉一丁目１８番２１－４号
横浜市神奈川区片倉二丁目３６番１９号
横浜市神奈川区神奈川本町１４番地２
横浜市神奈川区子安通一丁目１８５番地
横浜市神奈川区新子安一丁目２５番２７号
横浜市神奈川区菅田町１２２番地４
横浜市神奈川区菅田町９２３番地
横浜市神奈川区菅田町９８５番地３７

電話番号
045-953-0480
045-954-1086
045-954-1547
045-442-8790
045-364-5545
045-367-4171
045-952-2098
045-951-8203
045-953-0515
045-954-3364
045-951-0355
045-442-3094
045-373-3939
045-391-4738
045-362-2193
045-362-0064
045-744-7713
045-391-2221
0120-511-305
045-805-1911
045-802-2730
045-801-3887
045-804-3021
045-806-0758
045-410-7281
045-801-5656
045-308-3260
045-813-4904
045-802-4356
045-802-2761
045-392-6300
045-813-7485
045-813-0123
045-771-0077
045-374-3432
045-401-6988
045-491-6889
045-481-4566
045-441-6861
045-461-0860
045-401-1531
045-479-2781
045-470-3331
045-548-8803
横浜市神奈川区菅田町１７９５番地１菅田農住ハイツＡ－１０６号 045-620-0973
横浜市神奈川区鶴屋町二丁目２６番地４
045-323-3771
横浜市神奈川区羽沢南二丁目３８番１号
045-383-2221
横浜市神奈川区羽沢南二丁目３８番１号
045-383-2221
横浜市神奈川区羽沢南二丁目３８番１号
045-383-2221
横浜市神奈川区橋本町二丁目５番地３ ＳＥ－１３０４
045-451-2755
横浜市神奈川区東神奈川二丁目４０番９号 ６０２
045-461-2841
横浜市神奈川区松見町四丁目１０３６番地
045-716-8511
横浜市神奈川区松本町三丁目２５番１５号
045-324-5456
横浜市神奈川区松本町六丁目４５番４号 市川ビル２０１室 045-290-6770
横浜市神奈川区三ツ沢下町３１番２２号
045-594-6041
横浜市神奈川区守屋町三丁目９番１３号
045-440-0829
横浜市神奈川区六角橋一丁目１６番４号
045-432-3621
横浜市金沢区大川７番４－９０１号
045-791-7201
横浜市金沢区富岡東六丁目２０番１９号
045-252-3398
横浜市金沢区鳥浜町４番地１８
045-772-1432
横浜市金沢区能見台一丁目１０番地１
045-773-2401
横浜市金沢区能見台六丁目３５番地の１７
045-783-4776
横浜市金沢区福浦一丁目１４番１０
045-784-9999
横浜市金沢区六浦三丁目３６番１３号
045-781-1960
横浜市港南区大久保二丁目８番２２号
045-843-1006
横浜市港南区上永谷五丁目２３番４０号
045-843-9420
横浜市港南区港南台一丁目１０番２号川之上ビル壱番館２階 045-832-8181
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈲浅沼設備
アーム横浜㈱
㈲ホソイ
㈱横浜技研
越沢設備工業㈱
㈱アクティホーム
㈲伊藤設備
㈱坂井工業所
トーシンウェルディング㈱
㈲正一設備
櫻庭設備
㈱今野設備
武蔵野工業㈱
日本ファシリオ㈱ 横浜営業所
㈱第一住設 横浜支店
ＳＬＳ㈱ 横浜営業所
㈱道明
㈲プロテック
ナマタメ設備
㈱マエダ設備工業
㈱D．P．アシスト
㈲アイシン商事
東京ガス横浜中央エネルギー㈱ 設備本部
興生㈱
㈲佐藤工業所
輝水工業㈱
㈱ワイズリフォーム
㈲鵜沼製作所
㈱藤田工業
㈱カンパイ
㈱マルナカライフスタイル
東洋総業㈱ 新横浜営業所
アムコン㈱
㈱Ｔ．Ｉ．ジャパン
㈲アクアライフ
㈱石﨑設備工業
宮内工業㈱
㈱生活浄化人
横浜建設㈱
㈱ヒロ設備工業
㈲佐野工業所
㈱龍王設備
アクアテック㈱ 瀬谷支店
アクアテック㈱
㈱日生設備
日章テック㈱ 神奈川営業所
㈲楡井住設商会
㈱鈴木設備工業
㈲本郷設備
三起㈱
㈲齋藤工事
イツモ・メンテナンス㈲
㈱高栄設備工業
オカモト総合設備㈱ 横浜支店
新生設計
ホクヨー住宅設備㈱
㈲サンコー設備
㈱ライクス 神奈川営業所
さわやか水道サービス
㈲アクティブ
橋本工業
朋栄建設㈱
㈱東伸
㈱カモシダ
㈱日本ホーム
㈲ライフ・ホームメンテナンス
㈱スズキ 神奈川営業所

所
在
地
横浜市港南区港南台一丁目３０番７号
横浜市港南区笹下四丁目１３番７号
横浜市港南区芹が谷一丁目３１番１３号
横浜市港南区芹が谷二丁目８番２６号
横浜市港南区東芹が谷１０番８号
横浜市港北区大倉山一丁目３０番１号
横浜市港北区大倉山五丁目１６番１９号
横浜市港北区菊名六丁目２４番１５号

電話番号
045-832-6909
045-844-1125
045-821-2510
045-438-8881
045-823-7557
045-534-0877
045-541-2196
045-433-3005
横浜市港北区小机町３６９番地１小机パークスクエアＭ-３０５ 045-473-5385
横浜市港北区篠原町１３３８番地２
045-431-3908
横浜市港北区篠原町２７５４番地
045-421-6794
横浜市港北区新横浜一丁目２６番１３号
045-473-3377
横浜市港北区新横浜二丁目５番地４
045-471-2838
横浜市港北区新横浜三丁目１３番１号
045-475-5115
横浜市港北区新横浜三丁目１６番１０号
045-478-2135
横浜市港北区新横浜三丁目１９番１４号
0120-049-886
横浜市港北区新吉田町１７０番地
045-590-5071
横浜市港北区新吉田町５２６番地
045-590-5105
横浜市港北区新吉田東三丁目２４番２５号
045-550-4966
横浜市港北区新吉田東八丁目２４番２７号
045-515-3362
横浜市港北区新吉田東八丁目２９番３６－１０９号
045-541-5270
横浜市港北区新吉田東八丁目３７番２４号
045-532-2005
横浜市港北区新吉田東八丁目５２番８号
045-540-2845
横浜市港北区高田西三丁目３５番７号
045-591-1893
横浜市港北区高田東四丁目１１番２１号
045-531-1170
横浜市港北区綱島西三丁目２６番１６号
045-544-6701
横浜市港北区綱島東五丁目３番１号
045-710-0360
横浜市港北区鳥山町２３７番地２
045-472-8701
横浜市港北区鳥山町１０１７番 １F
045-620-0893
横浜市港北区鳥山町１０３０番地
045-548-8191
横浜市港北区新羽町８９６番地
045-533-0080
横浜市港北区新羽町１３８０番地
045-549-5070
横浜市港北区新羽町１９２６番地
045-540-8584
横浜市港北区新羽町２４３２番地５
045-540-8401
横浜市港北区日吉六丁目１１番１６号
045-562-5743
横浜市港北区日吉本町四丁目１０番３号 ３０２
045-566-2445
横浜市港北区箕輪町二丁目２番１８号
045-561-6157
横浜市栄区公田町２６１番地２０
045-515-1756
横浜市栄区小菅ヶ谷四丁目２６番１１号
045-897-1133
横浜市栄区長沼町２２８番地４－１０６
045-443-9926
横浜市瀬谷区阿久和西一丁目１１番地８
045-361-0778
横浜市瀬谷区阿久和西四丁目１４番地７
045-365-5571
横浜市瀬谷区阿久和東一丁目１番１４号
045-364-6392
横浜市瀬谷区阿久和東二丁目５番地１８
045-364-6392
横浜市瀬谷区阿久和東四丁目２３番地７
045-362-2360
横浜市瀬谷区阿久和東四丁目３４番１号
045-366-2551
横浜市瀬谷区阿久和南二丁目１１番地１５
045-361-9756
横浜市瀬谷区阿久和南四丁目２番地１
045-362-6455
横浜市瀬谷区上瀬谷町１番地２７
045-302-5366
横浜市瀬谷区上瀬谷町３２番地の２
045-921-2972
横浜市瀬谷区下瀬谷二丁目７番地の５
045-302-4853
横浜市瀬谷区下瀬谷二丁目４０番地８
045-568-7836
横浜市瀬谷区瀬谷五丁目２０番地の６
045-304-8978
横浜市瀬谷区竹村町１９番地３
045-302-7115
横浜市瀬谷区二ツ橋町２１０番地１米山ビル２０１
045-342-9125
横浜市瀬谷区南瀬谷一丁目８１番地１７号
045-302-6027
横浜市瀬谷区南台一丁目８番１号
045-303-5534
横浜市都筑区池辺町４６１５番地
045-414-0121
横浜市都筑区牛久保二丁目２５番６号ジュネスピアＡ棟２０２ 0120-546-270
横浜市都筑区荏田東一丁目１９番２号
045-949-1255
横浜市都筑区加賀原一丁目８番７号 大谷テラスＡ－２
045-944-1738
横浜市都筑区勝田町３８１番地
045-548-9161
横浜市都筑区川向町８０３番地１
045-474-1781
横浜市都筑区川和町１４４１番地
045-931-5321
横浜市都筑区北山田一丁目１番１８号
045-593-0309
横浜市都筑区北山田六丁目１２番１５号
045-595-3759
横浜市都筑区佐江戸町２０６１番地
045-932-3323
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱リビングプラス
積和建設西東京㈱ 南工事センター
輝設計
㈱エム・ケイ
㈱渡部興業
横浜エンジニアリング㈱
エコア住設
㈲横宮商会
㈱アクアエンジニアリング
㈱明成建設
㈱山陽プラント
㈱アベニール
㈱山陽ポンプ工業所
㈲池田設備
㈱政和工業所
㈲開工業
興栄工業㈱
大同産業㈱ 横浜営業所
㈲東和建興
㈲中村工務店
アーツ住宅設備
㈲中設備工業所
㈲港水道工業所
㈲齋藤設備工業所
河西設備
仲村設備
㈱小山設備
㈱橘設備工業所
今成設備
㈱コウセイ
㈱小野設備
㈱ネオミズテック
成田興業
喜丸工業㈲
㈱昭和工業
㈱航晴社
東洋水工㈱
㈱青木工業
五代工業㈱
㈱岡田建設
㈱ジェイ・エム・ジイ・神奈川
㈱金子工業所
㈱総和プラント 横浜営業所
大成温調㈱ 横浜支店
杉山管工設備㈱
中央日化サービス㈱ 横浜営業所
㈱昌工
ダイダン㈱ 横浜支店
㈱技研工業
日本アールオーメンテナンスサービス㈱
㈱三冷社 横浜支店
㈱パイプラインズ
㈲トライアス
㈲小泉水道工務店
㈲笹生工業所
エバーリンクス㈱ 横浜支店
㈱畑中工業
興信工業㈱
東京ガス横浜中央エネルギー㈱
三機工業㈱ 横浜支店
㈲松川電器
三沢電機㈱
三建設備工業㈱ 横浜支店
三和工業㈱
㈱三栄
藤巻設備㈱
㈱ヨコレイ

所
在
地
横浜市都筑区高山９番７号
横浜市都筑区茅ヶ崎中央８番地３６
横浜市都筑区中川八丁目６番１９号
横浜市都筑区東方町２４５４番地２
横浜市都筑区東山田町１５６８番地３０
横浜市都筑区東山田四丁目３８番１４号
横浜市都筑区南山田二丁目３６番６-２０５号
横浜市都筑区南山田町４１３６番地１３
横浜市鶴見区梶山二丁目３７番２５号
横浜市鶴見区岸谷一丁目２６番１０号ＭＥＩＳＥＩビル２階
横浜市鶴見区駒岡一丁目８番１８号
横浜市鶴見区駒岡二丁目６番２８号
横浜市鶴見区駒岡二丁目１３番９号
横浜市鶴見区駒岡三丁目３５番６号
横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目３０番３９号
横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目４２番１５号
横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目５６番８号
横浜市鶴見区下末吉四丁目２番２０号
横浜市鶴見区下末吉五丁目３番１３号
横浜市鶴見区生麦三丁目１０番１８号
横浜市鶴見区生麦三丁目１２番３９号
横浜市鶴見区生麦四丁目２５番３８号
横浜市鶴見区浜町一丁目５番３号
横浜市鶴見区東寺尾一丁目７番１５号
横浜市鶴見区東寺尾六丁目６番３１号
横浜市鶴見区平安町一丁目８７番地５
横浜市鶴見区本町通三丁目１６７番地２
横浜市鶴見区向井町三丁目７８番地の８
横浜市鶴見区矢向二丁目７番２３号
横浜市戸塚区上倉田町１５７７番地２
横浜市戸塚区川上町８９３番地１
横浜市戸塚区戸塚町６１５番地
横浜市戸塚区戸塚町８１９番地
横浜市戸塚区戸塚町４５７７番地
横浜市戸塚区戸塚町４６６８番地
横浜市戸塚区名瀬町２１７０番地
横浜市戸塚区名瀬町２２２２番地１
横浜市戸塚区原宿三丁目４番１号
横浜市戸塚区東俣野町１０３１番地１
横浜市戸塚区平戸三丁目５５番１３号
横浜市戸塚区舞岡町３０００
横浜市戸塚区矢部町９３９番地
横浜市横浜市中区相生町二丁目４２番３号
横浜市中区太田町六丁目８４番地２
横浜市中区海岸通一丁目３番地
横浜市中区寿町一丁目３番地５
横浜市中区寿町二丁目６番２号
横浜市中区桜木町一丁目１番地の８ 日石横浜ビル２４階
横浜市中区西之谷町１３番地
横浜市中区日本大通６０朝日生命横浜ビル
横浜市中区富士見町１番地の１
横浜市中区不老町一丁目５番地５柏野ビル
横浜市中区本牧町二丁目３０８番地

ニックハイム本牧１０１号室

横浜市中区本牧元町２９番５号
横浜市中区元町一丁目６４番地
横浜市中区弥生町２丁目１７番地
横浜市西区伊勢町一丁目７０番地
横浜市西区伊勢町二丁目９５番地
横浜市西区伊勢町三丁目１４８番地
横浜市西区北幸二丁目８番４号
横浜市西区中央二丁目３番１６号
横浜市西区戸部町四丁目１５８番地
横浜市西区花咲町七丁目１５０番地
横浜市西区平沼一丁目３３番７号
横浜市保土ヶ谷区新井町１５０番１８号
横浜市保土ヶ谷区新井町２７４番地の１５
横浜市保土ヶ谷区新井町６５７番地
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電話番号
045-511-8777
045-948-4401
045-593-6465
045-949-2622
045-620-0697
045-534-8161
045-593-5322
045-592-7336
045-574-3102
045-584-5222
045-585-1135
045-575-5848
045-584-0001
045-581-1030
045-575-3805
045-573-8123
045-573-3434
045-502-3438
045-573-8085
045-505-1381
045-506-1088
045-506-3320
045-501-2874
045-572-0026
045-633-8258
045-501-9346
045-511-0286
045-501-1746
050-3396-8612
045-862-3840
045-820-1001
045-864-4612
045-392-3256
045-862-0007
045-881-3636
045-811-8666
045-812-0099
045-851-3474
045-852-5731
045-822-4243
045-821-0245
045-881-3101
045-212-2281
045-641-8686
045-228-8300
045-641-7351
045-224-4123
045-683-1050
045-628-4651
045-641-6115
045-262-0141
045-211-5404
045-306-6417
045-621-0557
045-681-4059
045-253-8731
045-241-1591
045-241-5454
045-231-2682
045-394-0930
045-321-0545
045-241-1621
045-290-1612
045-320-1030
045-371-7572
045-381-0551
045-381-4501

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱協同清美
和協産業㈱ 横浜営業所
㈱清田工業 神奈川営業所
㈱ケーエスエンジニアリング
三豊エンジニヤリング㈱
ケイ・エス・ケイ㈱
㈱和光設備
㈱スイシン
ＳＴＬ森山建設㈱ 保土ヶ谷事業所
㈲皆川興業
㈲ウォーターシステム
㈲新生アルファ
東西工業㈱
㈱グローバル
オザワ総合設備㈱
㈲菅原設備管工舎
㈱ビルド
㈱ウエダ設備
㈲吉川設備
㈲串田設備
㈱エフィーエス
㈲プロシーズ
㈱田中ポンプ製作所
㈲ミズコーポレーション
㈱きめだ設備 横浜営業所
㈱職人組
㈲アーステックデザイン
㈱おの上工業
㈲後藤設備
㈱沢設備工業所
㈲オッフル・プロジェクト
㈲一由設備
神中工業㈱
㈱ケイ・アイ
㈱スマイルコーポレーション
㈱共栄商会
㈱真功工業
㈱共信住設
森設備工業
都市拡業㈱
ヨコスイ設備

川崎市
遠藤環衛㈱
㈱サン工営
㈲タカシ設備
㈱オリエント冷熱
㈲小川水道
麻生建設㈱
Ｆｉｅｔｓ
㈱小川設備
㈲大生エンジニアリング
K＆M ENTERPRISE
㈱百合丘リビング
㈱ＳＳＬ神奈川社
京急電機㈱
㈲土屋興業
フジクス㈱
㈱丸一設備
㈱Ｐolyvalent
東都熱工業㈱
㈱協和日成 神奈川事業部開発課
㈱藤森工業
山下設備
植村設備
宝建工業㈱
㈱笠倉工業
㈲相澤設備工業

所
在
地
横浜市保土ヶ谷区今井町８５９番地
横浜市保土ヶ谷区岩井町７９番地３
横浜市保土ヶ谷区岩井町８７番地
横浜市保土ヶ谷区上菅田町３９６番地５
横浜市保土ヶ谷区狩場町１６９番１号
横浜市保土ヶ谷区狩場町２９５番地
横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目１１番１９号
横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘一丁目３６番２３号
横浜市保土ヶ谷区天王町一丁目８番６号ルミネンス天王町３０２

横浜市保土ヶ谷区常盤台６１番５５号
横浜市保土ヶ谷区西久保町１２５番地

皆川興業ビル２階

横浜市保土ヶ谷区西谷町６９５番地２ユナイト西谷ロンバルディアの杜１０１号

横浜市保土ヶ谷区法泉二丁目２５番１８号
横浜市保土ヶ谷区星川三丁目２２番２８号
横浜市保土ヶ谷区峰岡町二丁目２１４番地
横浜市保土ヶ谷区和田一丁目２番６号
横浜市緑区上山一丁目１４番１１号
横浜市緑区鴨居三丁目４３番３号
横浜市緑区鴨居六丁目９番１７号－３
横浜市緑区鴨居町２５４４番地
横浜市緑区北八朔町１１９５番地２
横浜市緑区霧が丘五丁目２番７号
横浜市緑区小山町４３５番地８
横浜市緑区十日市場町８７１番地１０
横浜市緑区長津田町２１８３番地７
横浜市緑区長津田みなみ台五丁目２４番１０号
横浜市緑区中山町３０６番地１１
横浜市緑区中山町９１０番地５
横浜市緑区三保町８８５番地４
横浜市緑区三保町２５９５－８
横浜市緑区森の台３番１５号
横浜市南区井土ヶ谷上町２１番１１号
横浜市南区井土ヶ谷下町１８番地
横浜市南区宿町四丁目７０番地１
横浜市南区通町二丁目３１番地AKビル１階
横浜市南区永田台１７番１０号
横浜市南区永田東二丁目４０番１０号
横浜市南区八幡町１８番地の２
横浜市南区真金町二丁目２１番ハイムエマリナ３０Ａ
横浜市南区三春台２５番地
横浜市南区六ツ川二丁目１１６番地５

電話番号
045-351-1100
045-714-2551
045-730-6391
045-370-3510
045-712-7771
045-712-5411
045-325-7010
045-351-2206
045-413-6355
045-339-6288
045-714-9782
045-744-6238
045-351-1031
045-332-7118
045-337-0269
045-332-3197
045-934-1589
045-934-0811
045-931-8534
045-935-5345
045-932-5064
045-924-2622
045-934-3041
045-988-0377
045-983-3514
045-988-2320
045-929-2371
045-935-0727
045-939-3298
045-508-9412
045-929-2501
045-711-4370
045-711-1463
045-715-7770
045-712-6231
045-741-5555
045-711-6081
045-251-9166
045-326-6084
045-231-1686
045-743-2881

神奈川県（川崎市）
川崎市麻生区王禅寺１２２７番地１０
川崎市麻生区王禅寺西三丁目１番３号
川崎市麻生区王禅寺東六丁目１０番１号
川崎市麻生区片平１８４８地２２
川崎市麻生区片平二丁目２４番１１号
川崎市麻生区上麻生六丁目１３番１３号
川崎市麻生区下麻生二丁目３８番１１号
川崎市麻生区下麻生三丁目３９番３０号
川崎市麻生区早野４２５
川崎市麻生区早野７２７番地３ ２０２室
川崎市麻生区百合丘一丁目２４番地５
川崎市川崎区浅田二丁目２番１３号
川崎市川崎区池田二丁目２番３号
川崎市川崎区小田栄一丁目１２番１５号
川崎市川崎区貝塚一丁目８番２号
川崎市川崎区塩浜三丁目１６番１１号
川崎市川崎区田町二丁目１０番１２号
川崎市川崎区富士見二丁目５番６号
川崎市川崎区渡田一丁目１番２３号 ２Ｆ
川崎市幸区遠藤町３２番７号
川崎市幸区小倉五丁目７番４３号
川崎市幸区鹿島田１９４番地１２
川崎市幸区北加瀬二丁目５番３５号
川崎市幸区紺屋町９番地
川崎市幸区紺屋町２１番地
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044-955-5740
044-954-1901
044-980-2372
044-281-5138
044-981-0360
044-987-9370
044-742-9763
044-988-7840
044-980-0374
044-989-8261
044-966-3336
044-201-1160
044-322-7191
044-366-6636
044-245-0822
044-281-1530
044-223-7315
044-244-7230
044-333-9123
044-541-3517
044-599-2319
044-555-0773
044-223-6528
044-511-4319
044-511-4619

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
明和工業㈱
大同産業㈱
㈱山崎茂商店
プロスパーライン
㈱ヨネックス
㈲高橋興業
㈱赤塩設備
富士古河Ｅ＆Ｃ㈱
㈲新設備
㈱伸栄工事
建築設備 まり工房
㈱エー・エム・シー
㈲渡辺工業
㈲川辺工業
㈱設計室ア－ネスト 川崎支店
ＲＯＹ㈱
㈲リフォームライフ
㈱井口設備工業
㈲丸善興業
玉井設備工業㈱
㈱咲楽メンテナンス
㈲冨士総業
㈱千年水道工業所
㈱ＨＬＳ
樽味設備
㈲阿部設備
前田興業㈱
馬渡設備
㈱モリセツ
㈲山崎設備工業
㈱真和建設
青木設備工業
㈱ミズモリ
北浦産業
堀内設備工業㈲
㈲長尾設備
㈱フレックスエンジニアリング
㈱プランマーズ
渡邊設備
南関東ソフナー
㈱富士設備
㈱サニックス 東京環境衛生事業所
鹿島環境設備㈱
㈱坂本商会
ＲＥＸ Ｆａｃｉｌｉｔｙ
日化設備工業㈱ 川崎支店
㈱ヒロテック・ジャパン
㈱エーケン
㈱スガオ施工
㈲ミヤビ
㈲菅生工務店
㈲高津住設
㈲横山水道設備
あずま設備工業
㈱タイトー
㈱パイプ山陽
㈱シムラ
啓友設備㈱
㈱フルヤテクノ
㈲大坂設備
第一環境㈱
青木設備設計
㈱原設備工業
㈲佐藤工業所

相模原市
㈱サンケイホーム
㈲ハウスキーパーオズ

所
在
地
川崎市幸区紺屋町４０番地４
川崎市幸区下平間２８０番地ラ・ガイア３Ｆ
川崎市幸区塚越一丁目６０番地
川崎市幸区戸手一丁目４番２－１号
川崎市幸区戸手三丁目６番６号
川崎市幸区戸手本町一丁目１０番地
川崎市幸区中幸町二丁目１９番地９号
川崎市幸区堀川町５８０番地
川崎市幸区南加瀬三丁目８番３２号
川崎市幸区南加瀬四丁目１６番３２号
川崎市幸区南加瀬五丁目１６番１８－３号
川崎市高津区梶ヶ谷五丁目６番地２０
川崎市高津区上作延９０６番地２０
川崎市高津区久地一丁目４番１１号
川崎市高津区坂戸二丁目１４番１１号
川崎市高津区坂戸三丁目１６番１号
川崎市高津区子母口１８３番地２２
川崎市高津区子母口４２１－１０１
川崎市高津区子母口５１０番地５
川崎市高津区子母口１０３６番地
川崎市高津区千年４７８番地１４
川崎市高津区野川４０１０番地
川崎市高津区久末１２８８番地
川崎市高津区二子一丁目１０番６号
川崎市高津区二子一丁目２０番６号クリスタルハウス二子１０３

川崎市高津区二子三丁目３４番１０号
川崎市多摩区宿河原三丁目１６番６６号
川崎市多摩区菅三丁目１０番４号
川崎市多摩区菅三丁目１２番２５号
川崎市多摩区菅北浦二丁目１３番１２号
川崎市多摩区菅仙谷一丁目６番２号
川崎市多摩区菅仙谷三丁目７番３号
川崎市多摩区菅野戸呂８番７号
川崎市多摩区菅馬場一丁目１２番３２号

グリーンハイツ大前２０１

川崎市多摩区堰一丁目１７番６８号
川崎市多摩区長尾七丁目３番６－１０１号
川崎市多摩区登戸３５７番地
川崎市多摩区南生田七丁目１７番１３－２号
川崎市中原区井田二丁目３３番１６号
川崎市中原区小杉御殿町一丁目９４０番地２３
川崎市中原区下小田中五丁目１４番１号
川崎市中原区下小田中六丁目８番２１号
川崎市中原区下小田中六丁目９番３３号
川崎市中原区下小田中六丁目９番３３号
川崎市中原区新城中町８番１３－１号Ａ号棟
川崎市中原区中丸子４６１番地
川崎市宮前区有馬一丁目１番１１号パストラル鷺沼１０１
川崎市宮前区有馬八丁目３番１１号
川崎市宮前区犬蔵一丁目３７番１５号
川崎市宮前区神木本町三丁目６番３７号
川崎市宮前区菅生二丁目６番３号
川崎市宮前区平二丁目２０番１２号
川崎市宮前区野川８０５番地
川崎市宮前区野川２９６４番地８
川崎市宮前区野川３２１４番地１８号
川崎市宮前区野川３２６０番地２
川崎市宮前区初山一丁目２４番１０号
川崎市宮前区東有馬二丁目１２番２号
川崎市宮前区東有馬四丁目１１番１号
川崎市宮前区馬絹５９５番地１
川崎市宮前区宮崎１７１番地３
川崎市宮前区宮崎一丁目１３番地７

宮崎台グリーンハイツ４０８

川崎市宮前区宮崎五丁目３番地３２
川崎市宮前区宮前平三丁目１０番地９

電話番号
044-541-1315
044-544-5185
044-522-2283
044-522-6104
070-6477-1332
044-520-3330
044-589-6532
044-578-2804
044-599-9351
044-588-7344
044-200-4629
044-888-4611
044-856-6461
044-833-4538
044-811-2052
044-328-9227
044-873-8114
044-751-6276
044-754-7398
044-755-3806
044-788-1602
044-755-7568
044-766-9234
044-299-8240
044-811-4112
044-822-6043
044-932-1823
044-946-6952
044-944-5865
044-944-9255
044-944-6447
044-944-3093
044-944-2399
044-455-7401
044-844-5267
044-922-3849
044-932-8622
044-712-8515
090-2549-2007
044-722-0020
044-755-7200
044-753-0181
044-777-1440
044-752-0560
044-755-8820
044-422-5451
044-862-0383
044-852-6505
044-977-3826
044-872-0410
044-977-2302
044-856-6530
044-755-5223
044-798-7528
044-755-4456
044-751-8010
044-750-0433
044-854-0097
044-948-8823
044-852-3971
044-855-6010
044-852-5380
044-855-3067
044-877-4751

神奈川県（相模原市）
相模原市中央区相生一丁目１２番８号１Ｆ
相模原市中央区相生四丁目１６番２８号

29/42

042-851-4055
042-751-8544

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱杉本設備
㈱ワクロス
㈱小山商会
㈲オガサワラ
㈲三和住設
㈲ヒロ設備
㈲和田建設
㈱ジョブリアース
山﨑水道建設㈱
㈱川名産業
㈲森田設備工業
㈲デン・システム
㈲相模水道商会
㈱則武地所
㈲金井設備
㈱三浦設備工業
㈲大光設備
八千代水道㈱
㈱エコワールド
㈱田所設備
伊佐設備工業
㈲篠木設備
㈱今井水道
㈱相良住設
ライフ㈱
㈲田中設備工業所
工藤企画サービス
㈱セイコーテクノ東京
三親工業㈱
㈱中村建創
㈱エネぽーと
㈲栄進設備
㈲ア・イ設計設備工業
吉本管工設計
㈲福原設備工業
㈲富設備
石井設備
緑が丘設備
㈱協立設備
丸豊建設㈱
㈲進建
㈱シンケイ
㈲ビルメンマツモト
㈱アサヒ設備 相模原支店
㈱富士設備 相模原店
㈲綜信設備
㈲ツカサ設備
㈱Ｎ４エンジニアリング
中央液化ガス㈱
㈱日化住設
安達工業
森崎工業㈱ 相模原支店
㈲平本水道工業所
㈲ウォーターワークス笹野
㈱横田設備
㈱森住興業
㈲大津設備
㈲佐藤設備工業所
ノアル総合設備㈱
㈲サンダイ
㈱大貫水道
㈲杉崎水道
日本プラミング㈱
㈲竜設備
カネヤマ水道工事店
㈲片倉管工
小川水道土木㈱

所
在
地
相模原市中央区青葉一丁目１３番１８号
相模原市中央区鹿沼台二丁目１８番７号
相模原市中央区上溝３４７番地８
相模原市中央区上溝６０１番地９
相模原市中央区上溝７４１番地
相模原市中央区上溝８６１番地の５
相模原市中央区上溝２２６５番地１６
相模原市中央区上溝三丁目６番３５
相模原市中央区上溝四丁目１２番１７号
相模原市中央区上矢部二丁目２４番２６号
相模原市中央区上矢部四丁目２１番２号
相模原市中央区上矢部五丁目１２番３ー１号
相模原市中央区相模原一丁目４番１４号
相模原市中央区相模原二丁目１１番２７号
相模原市中央区水郷田名二丁目２６番３号
相模原市中央区清新八丁目２番１号
相模原市中央区高根二丁目８番９号
相模原市中央区田名３８４６番地１
相模原市中央区田名３８４６番地１
相模原市中央区田名５３４７番地
相模原市中央区田名５９４１番地１
相模原市中央区田名９２９０番地
相模原市中央区中央六丁目１０番２６号
相模原市中央区中央六丁目１２番１５号
相模原市中央区千代田七丁目５番１５号
相模原市中央区並木四丁目４番２号
相模原市中央区光が丘二丁目２８番１１号
相模原市中央区光が丘三丁目１３番２５号
相模原市中央区淵野辺一丁目９番１７号
相模原市中央区淵野辺二丁目２８番１７号
相模原市中央区淵野辺三丁目９番１０－９０３号
相模原市中央区淵野辺本町三丁目９番２号
相模原市中央区淵野辺本町三丁目１１番９号
相模原市中央区淵野辺本町四丁目１６番１２号
相模原市中央区淵野辺本町四丁目１７番９号
相模原市中央区淵野辺本町四丁目３１番２３－１０１号
相模原市中央区星が丘二丁目１６番１号
相模原市中央区緑が丘一丁目１７番２号
相模原市中央区宮下本町一丁目３８番１０号
相模原市中央区矢部一丁目２番８号
相模原市中央区矢部一丁目１３番１９号
相模原市中央区矢部一丁目２３番１７号

シティパルコスモ１０１

相模原市中央区矢部一丁目２４番９号
相模原市中央区矢部三丁目８番１３号
相模原市中央区陽光台二丁目６番５号
相模原市中央区陽光台五丁目４番３７号
相模原市中央区陽光台六丁目１１番２４号
相模原市中央区横山台二丁目３４番１９号
相模原市中央区由野台二丁目３３番７号
相模原市緑区相原一丁目７番９号
相模原市緑区相原一丁目１９番４号
相模原市緑区相原六丁目７番１７号
相模原市緑区青山３２１番地１
相模原市緑区大島１２２９番地３１
相模原市緑区大島２９９４番地１
相模原市緑区川尻４１４９番地４
相模原市緑区久保沢一丁目５番５５号
相模原市緑区佐野川２４６８番地
相模原市緑区下九沢１５５８番地８５
相模原市緑区下九沢１５６０番地１
相模原市緑区下九沢１９６４番地
相模原市緑区城山三丁目１番２４号
相模原市緑区谷ヶ原二丁目１０番４号
相模原市緑区鳥屋８４２番地３
相模原市緑区鳥屋１２７３番地１
相模原市緑区長竹１４９３番地５
相模原市緑区中野２０番地の１
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電話番号
042-752-9336
042-758-3785
042-778-1031
042-758-8493
042-778-1901
042-778-6140
042-762-2149
042-764-2055
042-763-1111
042-754-6712
0427-56-9056
042-853-6787
042-754-5050
042-707-9850
042-762-4912
042-757-2853
042-752-2555
042-762-2490
042-762-9379
042-761-0212
042-810-0723
042-778-3154
042-752-5235
042-758-7812
042-851-4540
042-752-9722
042-707-0516
042-707-8106
042-752-2110
042-812-6282
042-730-1455
042-757-2274
042-754-2481
042-754-6787
042-810-2567
042-712-7399
042-712-0041
042-757-3688
042-758-7077
042-752-1822
042-730-6640
042-751-7837
042-757-3339
042-754-5310
042-752-5241
042-751-7801
042-756-4869
042-707-7493
042-752-5027
042-773-7725
042-773-5456
042-771-5231
042-784-3750
042-773-8045
042-762-1858
042-782-8666
042-782-7543
042-687-3919
042-715-5507
042-764-1770
042-762-1007
042-782-2377
042-782-2057
042-785-0958
042-785-0528
042-784-7958
042-784-1966

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱池田管工事
ソウシン産業㈱
㈱ＡＱＵＡ ＬＩＦＥ
㈲田中設備企画
㈱菊地原水道
㈲イワマ設備
戸倉工業㈱
㈲庄司住宅設備
佐久間風呂店
㈱池部設備
ＴＯＭＯ設備工業
㈱梶原設備
㈲須藤工業
㈲加藤設備
㈲比企設備
㈱本田設備
㈲塚本水道
イノマタ上下水道
㈲和興設備
㈱折本設備
㈲昭栄工業
㈲さかい設備
田野設備㈲
㈱荻原工建
㈲山口水道
㈱川島商事 鵜野森支店
㈱アクア
㈱久島工業 相模原支店
オカモト総合設備㈱
㈱トーシンテックス
㈲大河原設備
アース工業㈱
㈱古谷水道建設
㈱杉田商工 神奈川営業所
㈲トウシン工業
㈲山田土建
㈲三住設備
東神興業㈱
㈱関東設備管理
㈲田中管工
㈲岩田設備
菊永建設㈱
㈱アールシー
㈲シンワトラスト
㈱英進設備工業
㈲相一設備工業
㈲松大設備

神奈川県
佐々木設備
ダイサン工業
㈲成瀬管工設備
㈲山口商会
㈱ヒロズ
㈲三笠工業社
㈲東神設備工業
㈲サトウコンサルタント
㈱ケイズホームサービス
㈱マルシンビルサービス
齋藤設備
㈲田中設備工業
㈲エモリ設備工業
㈲山村工業
(資)カトウ商事
㈱大神 厚木店
ＢＥＡＣＥ ＴＥＣＨ㈱
㈲ユーテック
アクア設備工業

所
在
地
相模原市緑区中野１４８番地
相模原市緑区二本松一丁目２０番６号
相模原市緑区二本松三丁目１５番１０号１０２室
相模原市緑区二本松四丁目２５番３号
相模原市緑区根小屋１４８７番地
相模原市緑区根小屋２５７３番地９
相模原市緑区根小屋２５９３番地１８
相模原市緑区根小屋２７３９番地３２
相模原市緑区橋本四丁目１６番２号
相模原市緑区橋本台二丁目９番５号
相模原市緑区原宿一丁目９番１６号
相模原市緑区原宿二丁目８番１４号
相模原市緑区東橋本二丁目１３番１７号
相模原市緑区東橋本四丁目１１番１７号
相模原市緑区日連１５４５番地１
相模原市緑区三ヶ木１１７５番地
相模原市緑区与瀬２１０５番地
相模原市緑区若柳９７０番地５ 豆の木ハイツ１０６
相模原市南区麻溝台四丁目５番３５号
相模原市南区麻溝台五丁目６番１号
相模原市南区麻溝台八丁目２２番２６号
相模原市南区磯部１８０番地７
相模原市南区磯部３３２番地の７
相模原市南区磯部１１４８番地１７号
相模原市南区磯部１７３２番地
相模原市南区鵜野森二丁目１１番１５号
相模原市南区大野台二丁目２６番１０号
相模原市南区大野台三丁目２２番２９号
相模原市南区大野台三丁目３２番２号
相模原市南区上鶴間一丁目１１番９号
相模原市南区上鶴間本町八丁目４５番４号
相模原市南区上鶴間本町九丁目１２番２１号
相模原市南区北里二丁目２３番７号
相模原市南区相模大野五丁目２９番２号
相模原市南区相模大野七丁目２６番２号
相模原市南区相模台六丁目３０番１９号
相模原市南区下溝４１０番地１２
相模原市南区下溝４４６番地４
相模原市南区下溝６０５番地１９
相模原市南区下溝２０８９番７号
相模原市南区下溝２５６０番地１
相模原市南区下溝３０６５番地１
相模原市南区下溝３０６５番地１－２Ｆ
相模原市南区相武台三丁目３番８号 １０１
相模原市南区東林間二丁目３番６号
相模原市南区双葉二丁目１６番３号
相模原市南区南台一丁目９番２９号

電話番号
042-784-3361
042-771-4111
042-703-5142
042-703-7330
042-784-2171
042-780-1334
042-780-8768
042-784-3945
042-772-4126
042-779-4196
042-782-6004
042-713-3216
042-771-7476
042-770-0012
042-687-4796
042-784-5136
042-685-1533
080-3129-0953
042-744-7656
042-748-0411
042-742-6772
046-252-0091
046-255-3764
046-257-4807
046-253-9669
042-742-1191
042-754-8530
042-756-4337
042-758-2138
042-749-2666
042-745-5786
042-711-7072
042-777-6385
046-254-1101
042-743-8676
042-746-4613
042-778-4187
042-778-1020
042-711-9287
042-778-2493
042-777-5660
042-711-8204
042-711-9726
046-298-3003
042-741-5891
042-742-1958
042-749-1366

神奈川県（その他）
愛甲郡愛川町春日台三丁目１４番地９
愛甲郡愛川町田代１４７９番地の１
愛甲郡愛川町中津１１７３番地
愛甲郡愛川町中津１９１８番地
愛甲郡愛川町中津２１４８
厚木市厚木町３番２号
厚木市小野２２１１番地３
厚木市金田７３６番地
厚木市上依知２５８６番地１０
厚木市酒井５７３番地１
厚木市下荻野５６３番地１８
厚木市下川入１３６６番地１
厚木市棚沢１５７４番地５
厚木市妻田北三丁目１１番３６号
厚木市妻田北四丁目２番６号
厚木市妻田西一丁目１６番２２号
厚木市山際６１６番地３アイザワビル１階
厚木市山際７２７番地３
厚木市山際７２７番地４
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046-286-5616
046-281-6723
046-285-1366
046-285-3355
046-286-6661
046-221-0821
046-248-9631
046-293-9600
046-281-8854
046-281-9910
046-242-5465
046-245-5413
046-241-3121
046-221-5996
046-294-5090
046-224-5291
046-280-5975
046-244-2225
046-244-2225

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
マコト総建㈱
酒井住設
㈱ノリコーサービス
ミズテック㈱
㈱芳賀建設
㈱丹野設備工業所
大成温調㈱ 厚木サービスステーション
㈲坂巻設備
㈲田中装建
㈱山口設備工業
㈲関東設備工業
㈱モミヤマ
㈲アクア設備
㈲海栄総合サービス
㈱エス・エス・イー
㈲三高商会
東栄住宅設備㈱
ライフライナー馬場設備
吉田設備設計
㈱昴
㈲戸川設備工業
㈱勝栄工業
ユーゴー総合設備㈱
ダイサン住設㈱
㈱フジ設備工業
大矢住宅設備
ＫＳＧ
㈱かおる建設工業
中央液化ガス㈱ 座間営業所
㈱ＴＣＳ
㈲弘設備工業
㈱双和
（同）アクアデザイン
㈱サンヒーティング
㈱ミライ工業
㈱イシカワ技建
㈱総栄
㈱ダンレイ
㈱マルイ設備
㈱田中冷熱
㈱茅ヶ崎設備工業
㈱みどりや
㈱設衛研究センター
㈱エス・エイチテクニカル
高橋設備工業
㈲恵設備社
㈱日立産機ドライブ・ソリューションズ 神奈川事業部

功将㈱
杉山管工設備㈱ 平塚支店
関東設備㈲
㈱下田商会
㈱相創
㈲ベターライフ
㈲スカイ工業
アロープラント㈱
㈱フィットアップ
紫洋建設㈱
山羽メンテナンス㈲
㈱アムズ
㈱ホゼン 神奈川営業所
㈲神奈川工業
㈱イセムラ設備
サンメンテナンス
㈲松山住宅設備
山羽工業㈱
㈱ＤＫＮ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ
㈱トラスト住宅設備

所
在
地
綾瀬市大上六丁目２０番１４号
綾瀬市落合南四丁目１番６１号
綾瀬市寺尾本町一丁目１７番６２号
綾瀬市深谷上一丁目５番１号
綾瀬市深谷中七丁目２３番１９号
伊勢原市上粕屋４４８番地の１９
伊勢原市高森１１３７番地の２
伊勢原市沼目二丁目１０番５号
海老名市今里三丁目２３番２３号
海老名市大谷北四丁目２番１２号
海老名市上今泉四丁目２４番４５号
海老名市河原口１５１０番地
海老名市杉久保北四丁目３番地６－１００３号
海老名市杉久保南四丁目１９番５号
海老名市中央二丁目１番１６号
海老名市中新田二丁目１７番２９号
海老名市東柏ヶ谷二丁目１２番４７号
鎌倉市坂ノ下２９番１０号 ２０６
鎌倉市関谷６５３番地１ ５０１
鎌倉市津６８８番３
高座郡寒川町一之宮四丁目７番２号
高座郡寒川町田端１１７７番地
座間市栗原８６９番１
座間市栗原中央一丁目３１番２４号
座間市小松原一丁目１１番１号
座間市相模が丘五丁目１１番２１号
座間市座間二丁目２２１番地の１

県営ハイムくつがた４０３号

座間市新田宿４９１番地の８
座間市ひばりが丘一丁目５３８６番地の３
座間市ひばりが丘三丁目２４番３２号
座間市南栗原五丁目７番１０号
座間市明王３番地８
逗子市小坪二丁目８番４０号
茅ヶ崎市赤羽根３６９番地３
茅ヶ崎市赤羽根２１６５番地２
茅ヶ崎市赤羽根２２４６第３コーポシマムラ１Ｂ
茅ヶ崎市堤１６２８番地
茅ヶ崎市南湖一丁目１０番２６号
茅ヶ崎市菱沼三丁目１６番２７号
茅ヶ崎市松浪二丁目１番５０号
茅ヶ崎市みずき二丁目２１番９号
秦野市寿町６番６号
秦野市鈴張町１番１３号
秦野市曽屋６０１８番地の４
秦野市東田原２００番地の１６２
秦野市八沢６１６番地の１
秦野市堀山下１番地
秦野市南矢名１７４５番地の２
平塚市四之宮五丁目２９番５号
平塚市田村四丁目１９番２０号
平塚市田村五丁目８番４８号
平塚市西八幡三丁目８番１１号
藤沢市石川二丁目１１番５号
藤沢市遠藤２０１４番地の２６
藤沢市遠藤３２１０番地
藤沢市大庭５４３３-６
藤沢市片瀬四丁目１８番２４－５１０号
藤沢市下土棚１５９４番地の１
藤沢市湘南台七丁目６番地の１
藤沢市高倉８３８番地
藤沢市高谷１５番８号
藤沢市長後１４１９番地７
藤沢市辻堂太平台一丁目１２番１３号
藤沢市本町四丁目５番２２号
藤沢市渡内二丁目２番７号
三浦市三崎町諸磯１７２５番地
大和市上草柳三丁目１９番７号
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電話番号
0467-91-0962
0467-37-6263
0467-70-3688
0467-71-2003
0467-76-1128
0463-93-0662
0463-94-5701
0463-93-7618
046-232-7113
046-233-0345
046-231-5111
046-231-5807
046-238-8193
090-2933-5753
046-204-7800
046-234-0145
046-232-5570
0467-22-7169
0467-44-5651
0467-31-3138
0467-33-4858
0467-74-3733
046-205-4753
046-298-7570
046-244-0872
042-745-3097
046-251-7547
046-254-2624
046-251-0800
046-240-0224
046-256-5119
046-255-1616
0467-24-8806
0467-53-3340
0467-54-2079
0467-95-3616
0467-84-7781
0467-85-2241
0467-52-2232
0467-88-0030
0467-39-6240
0463-81-0039
0463-83-1521
0463-83-9115
0463-82-4569
0463-89-1180
0463-88-8248
0463-77-1577
0463-55-5600
0463-55-2896
0463-54-4592
0463-21-2280
0466-86-2452
0466-88-2317
0466-89-0614
0466-88-5777
0466-90-5801
0466-43-1547
0466-52-6936
0466-44-8819
0466-28-1715
0466-65-3123
0466-36-7348
0466-25-4522
0466-25-2535
046-881-7783
046-208-3741

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈲栄工業
㈲カモシダ工業
㈲日成設備
グリーンポンプサービス㈱
㈱ビーワン
㈱藤田工業
㈱大浦設備
㈲八九タンククリニック
昇雄設備工業
㈱丸三工営
㈱Ｎｅｏｘ 大和営業所
㈱タワラ
㈱テクノス三和
㈱サンユー
㈲和田工業
㈲ウォーターワークスオブライフ
㈱大神
㈲ウォーターワークスオブライフ
㈱雄歩
㈱内田総合

埼玉県
㈱カーレッジ建工
㈱田代水道設備
出浦建設㈱
設計工房シン
㈲ライン設備
㈱大和屋
アサヒ住建㈱
㈱金子設備
関東プラント㈱
㈱光進設備
㈱西工業
磯島設備工業
永田設備
㈱中村屋住宅設備機器
㈲中田水道設備
㈲ユウコウ設備
㈱オチアイ
㈱武蔵設備
㈲エル・イー・シー
森田設備工業㈱
㈲山崎工業所
不破設備工業㈱
㈲ファイン
入間空調㈱
㈱河手設備
武心
㈲三ツ木設備
㈱忠光
㈲佐藤住設商会
ＭＲＫ㈱
㈱ニッケイ 埼玉支店
㈱オジサン
タイヨー設備㈲
正和工業㈱
㈱スイドウセツビコム
㈱千葉工業
㈲加須興業
笛木水道㈱
㈱山下水道工業所
㈲大洋管工設備
㈱ヒラオカ
岡本設備工業
宇田庄園
㈲スズキ住設
㈱創栄
㈱Ｍ＆Ｙサービス

所
在
地
大和市上和田１０７１番地１８
大和市下鶴間２８５６番地の３２
大和市下鶴間４２５６番地
大和市代官一丁目１番２８号
大和市中央林間一丁目６番２号
大和市中央林間三丁目１１番２号
大和市鶴間一丁目３番７号
大和市鶴間二丁目３番９号
大和市西鶴間一丁目１３番４号ハイツ工藤１０１
大和市深見西四丁目３番２６号
大和市深見西四丁目１０番１４号
大和市深見西六丁目５番８号
大和市福田２０７５番地の１
大和市福田４０５３番地の１１
大和市柳橋五丁目９番４号 セザール桜ヶ丘１０３号室
横須賀市池上七丁目２７番１６号
横須賀市大矢部二丁目９番２０号
横須賀市津久井五丁目１４番３号
横須賀市森崎四丁目５番２号
横須賀市山科台１０番１０

電話番号
046-279-5450
046-274-4444
046-275-7125
046-200-9313
046-274-0321
046-274-3941
046-262-4030
046-272-0525
046-240-8529
046-261-6661
046-244-0117
046-264-6608
046-267-6068
046-268-2277
046-259-9008
046-850-5311
046-835-1882
046-844-9500
046-834-3273
046-854-4178

埼玉県
上尾市壱丁目２０３番地１
上尾市大字今泉８０番地３
上尾市大字上１６２２番地の５
上尾市大字小敷谷７７番地１

西上尾第二団地３－２１－３０６

上尾市大字原市２１９８番地１
上尾市大字原市３２０７番地４
上尾市大字平塚２５５８番地４
上尾市小泉九丁目３番地１４
上尾市菅谷二丁目９番地
上尾市弁財二丁目２番３７号
朝霞市幸町一丁目１２番８号
朝霞市幸町二丁目１５番２７号
朝霞市田島一丁目４番１２号
朝霞市膝折町一丁目１２番１５号
朝霞市溝沼一丁目３番２２号
入間郡三芳町大字北永井２２８番地
入間郡三芳町藤久保１１２２番地４
入間市新久６６９番地５０
入間市大字小谷田９９番地７
入間市大字中神５９３番地１
入間市大字二本木１０６７番地
入間市大字仏子１２０２番地の４
入間市上藤沢３９８番地４２
入間市小谷田６４４番地１
入間市小谷田１３６４番地３
入間市東藤沢七丁目２５番１号
入間市三ツ木台１１２番地
入間市宮寺３１４５番地１
入間市宮寺４１０２番地１１８
さいたま市岩槻区釣上新田１３１２番１
桶川市大字坂田１４１１番地の５
春日部市大沼三丁目６１番地４
春日部市武里中野４７２番地１
春日部市豊野町二丁目３２番地１９
春日部市永沼７１７番地１
春日部市備後西三丁目５番４０号
加須市下樋遣川６４４４番地５
川口市青木三丁目２７番１３号
川口市青木四丁目１７番２６号
川口市江戸三丁目１７番１１号
川口市江戸袋一丁目１０番１０号
川口市大字赤井１１０４番地
川口市大字安行１０４番地
川口市大字安行吉蔵１番地の１８
川口市大字安行藤八３３９番地 小櫃ビル
川口市大字石神１７９６番地の２
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048-781-8373
048-781-1068
048-771-6463
080-1154-0566
048-722-8389
048-721-2694
048-773-8513
048-773-6057
048-778-1626
048-776-2711
03-3208-5896
048-234-5698
048-456-2511
048-461-0028
048-461-3647
042-947-0615
049-258-6772
04-2963-2922
042-966-0961
04-2936-1718
04-2934-1008
04-2932-0731
04-2964-6649
04-2963-0261
04-2964-0878
04-2968-4445
04-2936-1141
04-2934-5337
04-2934-4545
048-878-8190
048-729-0456
048-627-4632
048-737-0841
048-736-6111
0120-881-110
048-735-6660
0480-68-6667
048-251-5732
048-255-5408
048-287-0035
048-281-0822
048-282-4321
048-296-2066
048-290-3660
048-297-2174
048-452-8050

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
カワヒロ設備工業㈱
日本プラマー工業㈱
㈲福良建設
㈱新郷興産
㈱荒川設備
㈱アクティー水道センター
㈲ＪＷＳマルタカ
㈱大木設備
㈲吉沢設備
㈱タウンメンテナンス
㈱池田水道工業所
㈱新光工業
㈱埼京デンキセンター
㈱久保設備 川口営業所
啓有建設㈱
㈲フタバ設備
㈱三和実業
ひまわり水道サービス
パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 首都圏社

川口サービスセンター

㈱スターライト工業
㈱新井設備
㈱小原建興
㈲中新工業
アームエンジニアリング㈲
㈱ニチエネ 埼玉支店
㈲ホームテリア
領家水道㈱
鈴木設備工業所
㈱イノベスト
㈲斉藤設備工業
㈱中島水道
㈱アクアフレンド
㈱アクアフレンド 営業所
ＦＹＳプラントエンジニアリング㈱
㈱カタノ
㈲磯部設備
ワタナベ住設
エフシー・サービス㈱
㈱イントラルインテリア
日章テック㈱ 埼玉営業所
㈲山口水道工業所
㈱伊藤住設
川越支店
日開設備工業㈱
㈲豊栄工業
㈱ケイシステムジャパン
㈱ホートー
㈱小髙設備
椎橋工業
㈲湯山設備工業所
㈲福田工業所
騰飛テック㈱
㈱金城設備
㈱茂田工業所 杉戸支店
㈱スガワラ工業
太平ビル管理㈱
田渕水道工業
阿部設備
アテックス㈱
㈱ハウスプラミングエンタープライズ
㈱岡野水道設備
ラインサービス
北斗工業㈱
蒲生水道設備工業㈱
第一エネルギー設備㈱
㈲東部興業
小林設備
㈱協和設備

所
在
地
川口市大字源左衛門新田２０３番地の５１
川口市大字芝６９０６番地の７１
川口市大字東内野４６１番地の７
川口市大字東本郷９６５番地
川口市大字峯８１０番地の１２
川口市大字峯１２００番地の６
川口市上青木一丁目２１番１２号
川口市上青木二丁目２番１５号
川口市上青木六丁目５番５号
川口市上青木西四丁目２２番２１号
川口市川口五丁目１６番２６号
川口市北原台三丁目１６番地９
川口市幸町一丁目１４番１３号
川口市幸町二丁目６番１０号
矢作ビル２Ｆ
川口市差間二丁目１６番９号
川口市差間二丁目１８番３号
川口市芝５３７３番地２５
川口市芝宮根町２０番１６号
川口市戸塚二丁目２３番２０号
川口市戸塚五丁目９番３３号
川口市並木三丁目４番２３号
川口市八幡木二丁目８番地の１８
川口市鳩ヶ谷本町三丁目１５番１９号
川口市鳩ヶ谷本町四丁目２番２号
川口市東川口四丁目２６番３４号
川口市東川口六丁目９番３４号
川口市東領家一丁目１２番１６号
川口市本蓮一丁目２２番１２号
川口市前川二丁目３０番１３号２Ｆ
川口市前川町二丁目１７７５番地
川口市南鳩ヶ谷六丁目６番１３号
川口市峯８４７番地の１８
川口市峯９０１番地和妻ビル３０７
川口市元郷三丁目１６番１８号
川口市元郷五丁目９番１３号
川口市柳崎二丁目２５番３１号
川口市柳崎三丁目５番１６号
川口市柳崎五丁目１７番３号
川口市弥平一丁目１２番３０号 ２０３
川越市新宿六丁目８番地の６
川越市今成四丁目２番地４
川越市大字上寺山４５８番地１０
川越市大中居３９０番地１
川越市木野目１２１３番地１
川越市鯨井１８７０番地１１
川越市川越市下赤坂１８００番地３
川越市下広谷５１２番地１
川越市下広谷１０６４番地３１
川越市中台元町一丁目５番地１５
川越市藤間１２１番地１５
川越市南大塚二丁目５番の１リリービル２階
北葛飾郡松伏町松伏３９８番地３
北葛飾郡杉戸町内田二丁目８番１６号
北葛飾郡杉戸町大字下高野５４６番地
北葛飾郡杉戸町杉戸二丁目６番３号
北葛飾郡杉戸町鷲巣４８８番地５
北本市下石戸五丁目３３４番地
北本市中央四丁目７４番地
行田市富士見町一丁目９番地３
久喜市太田袋６２８番地
久喜市中央二丁目４番２２号 ＫＩＹＯＭＩビル１階
越谷市大房８７４番地５
越谷市蒲生一丁目３番３９号
越谷市蒲生茜町１３番地２
越谷市川柳町四丁目３７４番地
越谷市瓦曽根一丁目１３番５号
越谷市大道４７８番地
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電話番号
048-234-3009
048-265-8501
048-234-9944
048-284-3123
048-297-8999
048-295-4654
048-250-6780
048-262-1612
048-269-7148
048-268-5501
048-251-3208
048-229-6823
048-252-6673
048-254-1155
048-297-8641
048-294-1051
048-266-3201
048-423-0097
048-297-7820
048-294-3966
048-299-4943
048-284-2298
048-282-7664
048-282-6141
048-290-7800
048-296-4821
048-224-8521
048-283-4730
048-483-4482
048-266-2352
048-281-1140
048-212-9711
048-287-3107
048-229-7173
048-222-5260
048-269-0352
050-1435-4245
048-458-0928
048-222-0323
049-244-0815
049-246-5313
049-226-5071
049-235-8611
049-235-6313
049-233-0919
049-245-9161
049-239-3900
049-232-9523
049-242-5064
049-293-8877
049-265-8710
048-992-3704
0480-32-1766
0480-34-4741
0480-32-0381
0480-38-0463
048-591-2885
048-590-5707
048-564-0166
0480-23-2181
0480-23-9661
048-974-4033
048-988-3067
048-985-7221
048-987-2538
048-965-9990
048-973-6000

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱桶新設備
㈱三信テック
㈲裕真
㈱坂井住設
㈱ベストワーク
㈲志賀設備
㈱三冷社 北関東支店
海保興業
大東設備工業㈱
ダイダン㈱ 関東支店
㈱アイダ設計
三建設備工業㈱ 北関東支店
㈲勝俣設備工業
斎久工業㈱ 北関東営業所
三機工業㈱ 関東支店
㈱大氣社 関東支店
大島二三男
㈱スマイク
㈱茂田工業所
大成温調㈱ 関東支店
日興設備工業㈱
埼玉日化サービス㈱
㈲総合メンテナンス
小野寺設備
㈱フジサワ
㈲鈴木工業
㈲東洋
㈱光和設備工業
㈱ユニテック
㈱盛伸サービス
Ｋｅｉ㈱
㈱宮下工業
㈱中央建設工業
大協和工業㈱
㈱ＭＳフィールド
㈱池上管工
㈱中村水道工業所
創水工業㈱
将栄興業
㈱徳永設備工業
エフシー・サービス㈱ サービスセンター
㈱太陽商工
㈱総合建築職人会
㈲三水工業
㈱日成工業
㈱早水設備
㈲平成興業
Ｎ－トラスト設備
㈱ホートー
㈱第一住設
㈱如月創設
積和建設埼玉㈱
㈱Ｒ＆Ａ
㈲フジ産業
㈱くはら設備
㈱旭クリエイト 幸手支社
㈱奥冨設備
㈱アイトップ
㈱富創管工
ケイエム・プランニング
㈱アクアマリンズ
㈱アシスト
㈱もたい設備工業
㈲サタケポンプ商会
㈱タニムラ設備
㈱享和
㈱小林設備

所
在
地
越谷市西新井８９８番地
越谷市西方一丁目３３７１番地３
児玉郡上里町大字金久保１９１番地４
児玉郡美里町大字白石１４５２番地１６
さいたま市岩槻区東岩槻四丁目５番２号
さいたま市浦和区木崎五丁目３７番２３号
さいたま市浦和区神明一丁目１８番２０号
さいたま市浦和区常盤三丁目２０番５号
さいたま市大宮区天沼町一丁目６２１番地７５

電話番号
048-974-4716
048-963-5645
0495-33-3976
0495-76-4833
048-795-2000
048-873-7749
048-824-2855
048-885-0562
048-644-4006
さいたま市大宮区桜木町一丁目１０番２号ＧＩＮＺＡＹＡＭＡＭＯＴＯ３ビル３階 048-644-8468
さいたま市大宮区桜木町二丁目２８６番地
048-726-8613
さいたま市大宮区仲町三丁目１３番１号
048-650-5400
さいたま市大宮区三橋一丁目３８６番地２
048-778-9705
さいたま市大宮区宮町三丁目１番地２ 明治安田生命ビル５階 048-648-0686
さいたま市大宮区宮町三丁目１３番２号
048-644-3425
さいたま市大宮区宮町四丁目１２３番地
048-644-5432
さいたま市北区日進町一丁目４３番地６
048-651-3933
さいたま市北区日進町三丁目８１１番地２
048-653-0688
さいたま市北区東大成町二丁目３７６番地２
048-666-6868
さいたま市北区宮原町二丁目３４番地３
048-643-1352
さいたま市北区宮原町二丁目６９番地
048-664-5321
さいたま市北区宮原町二丁目１１１番地８
048-666-1101
さいたま市北区吉野町一丁目３７３番地３
048-653-2657
さいたま市北区吉野町一丁目３９６番地２３
048-651-7404
さいたま市桜区大字大久保領家５１０番地１０
048-829-9893
さいたま市桜区神田３９１番地５
048-856-1575
さいたま市桜区栄和三丁目１７番１号５０２
048-829-7502
さいたま市桜区西堀四丁目９番１７号
048-839-9611
さいたま市中央区下落合七丁目１１番２号１Ｆ
048-762-6552
さいたま市中央区八王子三丁目２２番２号
048-855-6665
さいたま市中央区本町西四丁目１７番２１号
048-749-1257
さいたま市西区植田谷本８５４番地３
048-625-5966
さいたま市西区大字植田谷本５４０番地
048-620-2880
さいたま市西区大字宝来１４２５番地１
048-623-3711
さいたま市西区指扇領別所３６６番地７
048-621-3535
さいたま市西区土屋４９１番地１
048-624-2044
さいたま市西区中野林３５１番地
048-624-4506
さいたま市西区宝来８２８番地４
048-625-1350
さいたま市緑区大字大崎２０１８番地２
048-878-3336
さいたま市緑区大字中尾６０８番地
048-873-4753
さいたま市緑区大間木５７４番３
048-810-5092
さいたま市緑区上野田５７４番地３
048-878-1905
さいたま市緑区東浦和三丁目１９番地１０サンスプリング１号館Ａ 048-876-3335
さいたま市南区内谷四丁目１１番９号
048-866-1471
さいたま市南区大谷口８７５番地
048-883-3353
さいたま市南区文蔵一丁目２番５号
048-864-7563
さいたま市南区文蔵二丁目３番４号
048-837-0033
さいたま市南区文蔵四丁目２番２号コープ野村南浦和１０２ 048-699-7433
さいたま市南区別所二丁目３７番１７号
048-862-8980
さいたま市見沼区大字東門前４４７番地２
048-681-1231
さいたま市見沼区大谷１５６番地１７
048-687-2988
さいたま市見沼区東大宮６丁目１４番地１０
048-686-7331
さいたま市見沼区東宮下２０２０番地１
048-792-0012
坂戸市大字赤尾１９２３番地
049-289-3349
坂戸市塚越１２０３番地１
049-280-8777
幸手市大字千塚１３３７番地
0480-42-0759
狭山市青柳２３５番地
04-2952-8524
狭山市入間川二丁目２１番２４号
04-2952-2274
狭山市堀兼２４４２番地１２
04-2958-9383
志木市柏町一丁目６番３５－１１５号
048-486-2331
志木市上宗岡四丁目６番地２７ 志木ハイデンス６２８
048-662-6000
志木市幸町一丁目１１番４６号
048-299-2161
志木市下宗岡三丁目２番１４号
048-424-8556
志木市下宗岡四丁目３０番２６号
048-473-6213
志木市中宗岡三丁目９番３号光ビル１階
048-487-2563
白岡市下野田８０９
0480-92-2345
草加市青柳三丁目３４番５号
048-932-2760

35/42

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
サンコー設備㈱
㈱セントラル設備
ナガヤス工業㈱
㈲アイ水道
正木設備㈱
渡部設備
クリナップテクノサービス㈱
㈱ユーワテック
㈱キョーリツ
㈱メイセイ
㈲双位建設
東設工業㈱
㈲テクノトライ
㈲タクマ
第一管工㈱ 草加支店
㈲奥山設備
㈲吉田設備
㈲豊栄設備
圏央設備㈱
㈲川﨑設備工業
㈲柳沢設備
㈱皆進
ハナサキ設備
野村住宅設備
アップライズ
㈲水工社
㈲仲水道工事店
㈲栢沼住宅設備
神田住設
中央液化ガス㈱ 埼玉営業所
アリカ建設㈱
㈲新聖設備工業
㈱牧瀬興業
㈱ミヤザキ
㈱イースト
ヒロ設備工業
㈱ヤマニエコライフ
㈲新星配管工業
アクアワークス 平河設備
㈲ナカバヤシ住設
㈱ライフサポート
㈱マツムラ
城島設備工業㈱
㈲伸栄建設
㈲中村総業
㈲松原設備メンテナンス
㈲あざま管工
ウォーターサービス
㈲ワタナベ住宅設備
アクトサービス
㈱エコモ
㈱ワールド
㈱市村設備機器
㈱家善
㈱ＴＤＣ電工
㈲ウォータークリーンサービス
㈲福留設備工業
たすかる水道サービス
㈲萩原設備
㈲鯉川設備
㈲中島設備
㈱コスモ
㈲東亜管工
㈲鈴雄設備
㈱ＪＯＩＮＴＳ
㈲金子工業所
㈱高橋設備工業所

所
在
地
草加市青柳七丁目２０番１４－３０３号
草加市青柳八丁目２９番２号
草加市青柳八丁目５７番４３号
草加市小山一丁目２３番１７号
草加市栄町三丁目９番３０号
草加市神明一丁目１２番６－１００４号
草加市住吉二丁目１番１号
草加市瀬崎六丁目１８番１８号
草加市草加一丁目１番１４号
草加市長栄二丁目２番４
草加市長栄町三丁目３５番地６
草加市手代町１０３４番地２８
草加市西町１７番地３
草加市花栗四丁目１０番地１１
草加市谷塚町１４４２番地の１２
草加市柳島町３９３番地９
草加市八幡町１３７番地５
草加市両新田東町５６番地６
鶴ヶ島市大字下新田５９０番地２３
鶴ヶ島市新町三丁目２１番地１０２
鶴ヶ島市高倉１２４３番地８
所沢市荒幡１０４７番地１
所沢市大字上安松８７８番地の２０
所沢市大字久米１６９８番地２コートヴィラＡ‐１０１
所沢市大字下安松１５７８番地の１
所沢市大字中富７５２番地１８
所沢市上新井二丁目２６番地の１
所沢市上安松２７３番地の２
所沢市上安松３１６番地の９
所沢市北中１丁目１８９番地の３
所沢市北野一丁目２５番地の１０
所沢市北野３０９番地の２
所沢市糀谷２４１番地の３
所沢市狭山ヶ丘一丁目２９８０番地の３８
所沢市下富９１７番地の１６
所沢市中新井五丁目２９番２０号
所沢市東新井町２５４番地の１
所沢市東狭山ヶ丘一丁目２３番地の１３
所沢市東所沢二丁目３３番地の１
所沢市東所沢二丁目６０番地の４ ３０９
所沢市東所沢三丁目３２番８ パークヒルズ東所沢１０１
所沢市東所沢和田一丁目１６番１９号
所沢市三ヶ島二丁目９２５番地の１３
所沢市三ヶ島四丁目２３２１番地の３
所沢市三ヶ島五丁目１６１２番地の５
所沢市緑町三丁目１２番１７号
所沢市美原町三丁目２９５７番地
所沢市御幸町３番１２－１００２号エクセルシオール所沢
所沢市山口５９７番地の４
所沢市若松町１１１０番地の１８
戸田市喜沢一丁目２４番３７号
戸田市笹目二丁目１８番８号
戸田市笹目四丁目１１番地の５
戸田市笹目六丁目５番３１号
戸田市笹目南町１１番１－４１３号
戸田市新曽１８９７番地３
新座市石神二丁目３番１１号
新座市石神二丁目１２番５号
新座市石神二丁目１２番６号
新座市石神四丁目７番１９号
新座市大和田五丁目１３番７号
新座市片山一丁目１５番４号
新座市北野二丁目１５番３５号
新座市栗原一丁目１番１７号
新座市栗原一丁目６番４２号
新座市栗原五丁目３番１８号
新座市栗原六丁目１０番２５号
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電話番号
048-949-6406
048-936-1000
048-933-3711
048-951-2343
048-931-3933
090-3527-2404
048-926-4771
048-925-5613
048-942-0485
048-941-3560
048-943-0423
048-928-0225
048-927-4594
048-944-5345
048-922-9583
048-927-3973
048-935-1360
048-922-1437
049-287-4889
049-286-7041
049-286-5281
04-2925-1919
04-2992-7000
04-2924-1552
04-2001-5400
04-2942-3245
04-2922-5273
04-2993-3932
04-2998-1223
04-2926-4255
04-2948-9396
04-2948-6669
04-2946-9581
04-2948-7650
04-2943-3362
04-2941-5228
04-2995-6372
04-2923-6724
04-2944-9088
04-2946-2266
04-2946-2690
04-2944-8781
04-2948-8737
04-2947-8933
04-2949-8178
04-2925-4351
04-2942-3771
04-2008-3718
04-2928-4161
04-2998-4141
048-229-2551
048-421-8611
048-421-4137
048-487-9039
048-424-0061
048-447-6611
048-481-7476
048-483-0268
048-479-7842
042-474-4072
048-482-7808
048-482-7122
0484-78-3041
042-474-6140
090-3875-2932
042-421-7859
042-423-6626

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
佐々木設備設計
㈱辻村設備
丸大工業㈱
㈱関設備工業
㈱ファーストカンザイ
㈱Ｙ’ｓ ｗｏｒｋｓ
日本リニューアル㈱
㈱ＦＡＳ
㈱ＡＩＲ
㈲アイコー設備 事務所倉庫
㈲光風エアコン
㈱アドバンス 埼玉営業所
㈲小原設備工業
瀧島商事㈱ 新座営業所
㈲中村産業
㈱埼京住設工業
清水設備
㈱福冨設備
㈱総合設備オオタニ
㈱並木住設
㈲神田設備工業
㈱新成設備工業
郷設備
㈲アーサー水道センター
三栄環境㈱
㈱小谷野水道設備
青木土木工業㈱
奥富設備
㈱いいじま
㈲マツモト
㈲平設備
大川工業所
㈱アクトプランニング
高須設備
根本設備
協和工業㈱
鈴木建設㈱
菱栄設備工業㈱
㈲飯島設備
㈲桐原設備工業
㈱岩崎設備
㈲明石設備
㈲磐梯設備工業所
㈲アクア
㈱磯部工業
ＹＫ設備
㈱ウォーターライントベ
㈲シビル
橋本設備工業
太田設計事務所
㈱戸部商事
東埼住設㈱
㈲中野設備
㈲鈴木水道工業所
原田水道工事店
慎英工業
萩原建設工業㈲
㈱Ｎ・Ｋ企画
ハマセツ＆リベンプラザ㈱
㈲富士管工
㈲佐藤住設
㈲優輝設備
㈱岩崎設備
㈱木村設備
水之技研工業㈱
㈲グローバルリビング
弘和工業㈱ 支店

所
在
地
新座市栄一丁目５番１０号
新座市栄三丁目７番９号
新座市栄四丁目６番３０号
新座市新堀二丁目８番３４号
新座市菅沢一丁目４６６番地７
新座市西堀二丁目３番２４号
新座市野寺二丁目８番４８号
新座市野寺三丁目８番１８-５号
新座市野寺五丁目２番１号サンキャッスル２１３号室
新座市野火止二丁目６番３号
新座市畑中二丁目１５番２３号
新座市畑中二丁目１６番３３号
新座市馬場一丁目９番２９号
新座市馬場三丁目１１番１３号
新座市馬場四丁目１２番３号
新座市馬場四丁目１３番１号
新座市堀ノ内一丁目２番２０号
新座市堀ノ内一丁目９番１４号
新座市堀ノ内二丁目３番１８号
新座市本多一丁目１番３６号
新座市本多一丁目１２番５号
新座市本多一丁目１４番５７号 ３階
蓮田市大字根金１７８５番地
蓮田市黒浜１０６３番地２
羽生市大字下川崎４６番地２
飯能市芦苅場１８６番地
飯能市双柳５番地８
飯能市前ヶ貫２５２番地５４
比企郡川島町大字上伊草１３６４番地
比企郡川島町大字下伊草４１０番地４
比企郡滑川町伊古１５８番地１
富士見市上沢一丁目１７番３０号
富士見市鶴瀬東一丁目１０番３４号
富士見市鶴瀬東二丁目１１番４４号
富士見市鶴瀬東二丁目２７番２２号
富士見市針ヶ谷一丁目９番地９
富士見市針ヶ谷二丁目１７番地６
富士見市ふじみ野東一丁目２３番４号
富士見市水谷東三丁目２番１０号
ふじみ野市大井９２６番地の９
ふじみ野市大井１０３２番地１６
ふじみ野市桜ヶ丘一丁目１５番２９号
ふじみ野市緑ヶ丘一丁目６番１３号
本庄市小島二丁目１３番１５号
三郷市東町４６番地
三郷市泉一丁目１５番地８
三郷市岩野木１３５番地
三郷市幸房１２４番地１
三郷市高洲一丁目２６７番地
三郷市鷹野一丁目１６８番地
三郷市中央五丁目３６番地９
三郷市戸ヶ崎一丁目５３４番地４
三郷市戸ヶ崎２３０６番地２２
三郷市戸ヶ崎二丁目２６１番地
三郷市戸ヶ崎３１２４番地５１
三郷市戸ヶ崎３１８１番地２０
三郷市戸ヶ崎大道西２２５５番地
三郷市番匠免一丁目１１６番地
三郷市彦江一丁目２７８番地
三郷市寄巻９５８番地６５
三郷市早稲田八丁目１０番地６
南埼玉郡宮代町宮代町本田五丁目９番２０号
南埼玉郡宮代町百間三丁目９番２４号
南埼玉郡宮代町本田四丁目１０番３２号
八潮市大字二丁目１４５番地
八潮市大字大曽根４６番地１
八潮市大字大曽根１２３２番地１
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電話番号
048-479-7953
048-478-4977
048-477-0211
042-491-1256
048-478-1996
042-479-4941
048-483-1117
048-482-5411
042-445-4388
048-458-0602
048-479-8521
048-481-6887
048-481-2312
048-477-1031
048-477-5498
048-481-8516
048-477-7595
048-477-7781
048-479-8805
048-478-2430
048-478-1744
048-489-5358
048-766-6646
048-765-6560
048-577-4835
042-974-0674
042-978-7513
042-972-4776
049-297-0457
049-297-2697
0493-57-1157
049-252-9084
049-251-1001
049-254-3458
049-293-3312
049-252-2333
049-253-0025
049-267-8800
048-473-8328
049-256-3023
049-267-7775
049-262-3982
049-263-4614
0495-23-2433
048-955-4905
048-915-6136
048-951-3380
048-954-6991
048-956-1406
048-956-4420
048-952-1551
048-955-8210
048-955-8959
048-956-2590
048-955-3365
048-956-5729
048-947-4944
048-916-0161
048-953-1531
048-955-7320
048-959-3746
0480-33-5508
0480-35-0088
0480-32-7788
048-995-0997
048-999-7898
048-994-5236

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈱マルコー
東信設備
小仁熊瑞宝工業㈱
㈱市原水道興業 埼玉支店
㈱ケイアド
深山設備工業所
㈲榎本設備工業
財田興業
㈱イハラ
㈲優駿設備
㈱常進工業
㈲有吉宏之設備工業
㈲奥山設備工業所
㈱加藤興業
東京住宅機器サービス㈱
北嶋 健司
㈱上原工業
鎌田設備
ｉｐｅｘ㈱
埼玉支店
㈱東京パイプ工業
㈲中島設備工業
㈱アクアテック
㈲竹内設備
㈲サトウ設備
府瀬川設備㈱

千葉県
㈲双葉工業所
テクニカルワーク㈱
㈱ライフィット
㈱三東
㈱荒井水道工務店
㈲英設備工業
㈱水工社
㈲大峰設備工業
㈱カワギシ
㈲宇田川設備工業
㈱大進工業
㈱一本松水道工務店
㈱備後屋
㈱涼風工房
㈱大明設備工業
関口設備工業㈱
新都市住設㈱
㈱すいぱと
港オールシステム㈱
ウォーターライン
㈱エキスパート 市川事務所
㈱本田設備工業所
サンキ設備工業㈱
大志設備工業㈱
㈱北辰
オアナ住設
㈱スワダ管工
ブライトワークス㈱
㈱北本組
アサヒ設備㈱
㈱エス・エフティーライフ
㈲茂木冷熱 市川支店
カン・アプリケーション
㈲江沢設備
㈱イシデ設備
長谷川設備
㈲佐々木設備
前田設備工業㈱
漆原 保
㈱ウダガワ設備
ＳＭＩＴＨ

所
在
地
八潮市大字八條３５番地
八潮市大字八條３８４６番地３
八潮市八潮一丁目１７番地４
八潮市八潮四丁目１８番地９
八潮市八潮六丁目１７番４号
吉川市道庭二丁目３番６号
和光市下新倉三丁目１４番６５号
和光市下新倉四丁目２番４３－４０１号
和光市白子一丁目１番１２号
和光市白子三丁目２６番６４号
和光市白子三丁目２７番３７号
和光市白子三丁目３３番８号
和光市白子三丁目３７番２６号
和光市白子四丁目６番６号
和光市中央一丁目５番４４号
和光市新倉一丁目２５番１４号 レピュート和光２０２
和光市新倉二丁目３１番５号
和光市南一丁目７番３３号 ７０１
和光市南一丁目１３番２号
蕨市北町一丁目２９番１１号
蕨市北町三丁目８番９号
蕨市中央二丁目２５番９号
蕨市中央七丁目５１番１０号
蕨市錦町二丁目１９番３６号
蕨市南町三丁目１９番５号

電話番号
048-972-6282
048-947-0652
048-996-5116
048-994-0255
048-951-1558
048-981-3899
048-466-1915
048-203-1303
048-464-1342
048-450-2323
048-463-8967
048-461-2371
0484-61-2327
048-468-1477
048-469-3511
048-437-3256
048-461-1854
048-483-5483
048-201-1567
048-431-3767
048-441-0373
048-444-1044
048-445-2243
048-441-1064
048-441-4082

千葉県
旭市平松１４４７番地の３
我孫子市新木３０５５番地の１
我孫子市布佐３３９８番地
市川市伊勢宿１７番３号
市川市市川一丁目２０番１７号
市川市市川南一丁目６番９号
市川市大洲一丁目１２番２０号
市川市大洲二丁目２番２４号
市川市大野町一丁目４３９番地１
市川市大野町二丁目１８７５番地の４５
市川市鬼越二丁目５番４号
市川市鬼高二丁目１２番３７号
市川市欠真間二丁目１８番２２号
市川市柏井町二丁目５１番地４
市川市柏井町二丁目１３８６番地１２
市川市香取二丁目１番１号
市川市香取二丁目１番１号
市川市河原１８番７号
市川市北方一丁目１３番１２号
市川市北方三丁目９番１４－１０５号
市川市行徳駅前四丁目９番１０号
市川市国分二丁目９番２２号
市川市幸一丁目１３番２１号
市川市幸一丁目１８番４号
市川市塩焼二丁目３番３３号

0479-57-2671
04-7157-3167
04-7189-2921
047-358-3388
047-325-3421
047-324-3804
047-370-3626
047-358-7740
047-337-1701
047-339-1475
047-336-2896
047-333-5502
047-358-1333
047-337-3648
047-711-1528
047-359-1212
047-711-4111
047-358-6290
047-712-5501
047-325-9212
047-356-2112
047-373-7137
047-395-8311
047-395-4711
047-359-5227
市川市菅野四丁目６番２３号（Ｇｒａｃｅ-Ｌｉｏ.Ｂ-１０１号） 047-314-1939
市川市須和田一丁目１１番１２号
047-373-3481
市川市曽谷六丁目３０番１７号
047-375-2323
市川市曽谷八丁目１８番６号
047-727-2539
市川市稲荷木二丁目２２番１号
047-377-1733
市川市富浜二丁目５番３号妙典ライゼホビー５号
047-314-8802
市川市東国分二丁目９番８号
047-373-9221
市川市平田四丁目１０番５号 １０１
047-378-0891
市川市北方町四丁目１４４１番地２
047-338-5090
市川市堀之内三丁目３０番１０号－３０３
047-375-5519
市川市本塩１１番３０号
047-358-0950
市川市南大野一丁目８番１１号
047-337-8786
市川市南大野一丁目４３番１１号
047-339-0771
市川市南行徳一丁目１６番１９―２０１号 （エクセル南行徳） 090-4379-9684
市川市妙典三丁目７番１８号
047-357-3637
市川市妙典五丁目１５番２７－４０１号
047-397-8324
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東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
京葉設備建設㈱
㈲葵設備工業
日本ファシリオ㈱ 千葉営業所
㈱竹昇
㈲オリカサ設備
総設テクノエンジ㈱
㈱帝設備
川嶋設備
㈲技建工房
エヌビーエスエンジニアリング㈱
㈱光設備
㈲八木水道工業所
㈱鈴木設備工業
㈱ティーケーエス
袖浦設備工業㈱
㈱エムワイ企画
ライフライン
㈱ユウマ
㈱岡田電機水道
㈲金子設備
㈱篠原設備
㈲コウヘイ
㈱大橋住設
㈱大信設備
㈱サクスイ
㈲菅設備工業
㈱ＫＯＹＵ設備
石橋ポンプ工業
㈱ショウコウ設備
根本設備㈱
㈲設楽住設
小池管工㈱
㈱初富水道設備
ＳＰプランニング㈱ 鎌ヶ谷営業所
㈱スマイルアップ
二和設備工業㈱
清設
㈲信建設備工業
㈲三橋設備
㈲産洋設備
こかい水道設備㈲
㈱エサキエンタープライズ
㈱藤和エンジニアリング
㈱ｅ‐ｓｔｙｌｅ
㈲豊永プランニング
武田設備
㈲みその水道設備工業
謙システム㈱
㈱ウエハラ
㈱ホゼン 千葉営業所
誠輝管工㈱
㈱アート設備建設
大和設備工業㈱
㈲明和設備
㈱ウッディホーム
長嶺設備
前川建設㈱ 千葉営業所
㈲長沼興業社
㈱和弘
㈲共栄設備
大成温調㈱ 東関東支店
エフシー・サービス㈱ 千葉営業所
三建設備工業㈱ 東関東支店
三機工業㈱ 千葉支店
㈱三冷社 東関東支店
㈲細谷工務店
㈲生井澤工業

所
在
地
市川市本北方一丁目１８番１６号
市川市本北方二丁目３３番１６号
市川市八幡二丁目４番１号
市原市瀬又１００１番地４６
市原市千種一丁目８番地２
市原市ちはら台南三丁目９番１２号
市原市山田橋二丁目３番地１８
印西市原二丁目１番地 Ａ棟３０４号
印旛郡酒々井町尾上１０８番地
浦安市入船四丁目１番１１号
浦安市北栄二丁目１３番７号
浦安市北栄三丁目３１番５号
浦安市当代島二丁目２１番３７号
浦安市猫実一丁目６番８号
浦安市堀江四丁目４番２６号
浦安市堀江六丁目５番２０－３０１号 レジェンド高砂
浦安市美浜四丁目１３番１号
柏市大津ヶ丘二丁目１３番地３
柏市大室１２１８番地
柏市大室１２５３番地６
柏市逆井四丁目２５番５９号
柏市高柳８７９番地１０３
柏市高柳新田５番地４５
柏市豊四季９４５番地２９４
柏市十余二２５４番地８４０
柏市根戸４６７番地の１
柏市根戸４７１番地７９
柏市東山二丁目７番１８号
柏市藤心１４７番地
柏市布施５５３番地１
柏市南逆井六丁目７番２号
柏市向原町１番２５号
鎌ヶ谷市右京塚８番１１号
鎌ヶ谷市軽井沢２０８０番地３
鎌ヶ谷市西佐津間一丁目２５番９号
鎌ヶ谷市初富８０８番地４７１
鎌ヶ谷市東中沢四丁目３番３９－２号
鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷二丁目６番１６号
鎌ヶ谷市南初富四丁目１７番２４－３号
木更津市吾妻一丁目１番３３号
木更津市岩根四丁目９番３号
木更津市潮浜二丁目１番９号
船橋市高野台三丁目１３番１号
佐倉市西志津七丁目９番８号
佐倉市ユーカリが丘六丁目８番１号号
山武郡九十九里町小関９４９番地２
山武郡九十九里町西野２７９番地２
山武市板川３１７番地３３
白井市根１８６５番１０
千葉市稲毛区穴川三丁目１番１７号
千葉市稲毛区山王町２０１番地１４
千葉市稲毛区園生町３９３番地２
千葉市稲毛区天台四丁目１番１２号
千葉市稲毛区天台五丁目２８番２号
千葉市稲毛区長沼原町２８６番地の１
千葉市稲毛区長沼原町３１７番地１

ヴィルフォーレ４番館１００２

千葉市稲毛区長沼原町５０５番地の１
千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４
千葉市稲毛区宮野木町２１４９番地３
千葉市中央区大森町２８３番地
千葉市中央区新田町１番１号
千葉市中央区蘇我一丁目３番１２号
千葉市中央区中央一丁目１番３号
千葉市中央区富士見二丁目３番１号
千葉市中央区本千葉町１３番１号
千葉市中央区松ヶ丘町６０７番地
千葉市花見川区朝日ヶ丘四丁目２番４６号
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電話番号
047-336-0341
047-338-8369
047-333-2381
0436-52-1488
0436-22-4500
0436-52-5513
0436-43-1252
0476-47-6890
043-496-8287
047-350-5675
047-351-1371
047-352-1063
047-352-1357
047-380-8881
047-352-4077
047-704-9725
047-356-3675
04-7193-3188
04-7131-5004
04-7132-4555
04-7137-9241
04-7157-0741
04-7193-6771
04-7141-3988
04-7108-8139
04-7131-1507
04-7193-8333
04-7173-0994
04-7176-5577
04-7170-4204
04-7172-2766
04-7144-2379
047-444-2741
047-404-5855
047-445-1608
047-441-7127
047-445-9866
047-446-3911
047-441-2726
0438-25-5434
0438-41-9190
0438-97-5070
080-3126-8894
043-488-1761
043-488-3399
0475-76-2898
0475-76-2796
0475-89-0277
047-491-4333
043-256-4648
043-424-9133
043-298-9111
043-254-2323
043-256-5656
043-258-0971
043-284-5900
043-258-2167
043-250-7729
043-286-0781
043-264-8546
043-245-7600
043-209-2711
043-227-3501
043-225-6417
043-227-5356
043-309-7331
043-271-5256

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
㈲平和ホームテック
㈲内設備工業
中央日化サービス㈱
㈲林設備
阿出川設備
興新工業㈱ 千葉事業所
石井興業㈱
㈲ティー・エス・ケイ
京葉工管㈱
㈱キッツ
㈱キッツ 給装営業部
池田建設工業㈱
一志プラント工業㈱
㈱一恵設備工業
㈱進日本工業
㈱匠住設
㈱はるか総建
㈱清田工業 千葉営業所
サニット㈱
サニット㈱ 千葉営業所
㈱エス・エス・エス
㈲黒川機水
㈲木村設備工業
㈲伊藤工業
㈲新星設備
㈱田端設備工業
フカダ工業㈱
ケイヨー水工㈱
㈱日立産機ドライブ・ソリューションズ

所
在
地
千葉市花見川区検見川町五丁目２６４番地１
千葉市花見川区こてはし台三丁目１番２２号
千葉市花見川区犢橋町１６２７番地１２
千葉市花見川区長作町１２９８番地１
千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地８４
千葉市緑区大椎町１１８８番地の６７
千葉市緑区士気町１５１９番地９
千葉市緑区平川町９７５番１３
千葉市美浜区新港１３９番地の２
千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地１
千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地１
千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号
千葉市若葉区大草町２６１番地４
千葉市若葉区大宮町４０４２番地２７
千葉市若葉区小倉町１６８７番地１０
千葉市若葉区御殿町２１７７番地１
千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号

ダイアパレス千城台Ⅱ４０２号

千葉市若葉区みつわ台二丁目３５番３号
千葉市若葉区若松町７３番地４
千葉市若葉区若松町７３番地４
富里市日吉倉１０７８番地４
流山市市野谷１６８番地１５
流山市東初石三丁目１０３番地１７３
流山市東初石五丁目１３１番地２
流山市古間木２９０番地３５
流山市向小金三丁目１３０番地の２０
習志野市茜浜一丁目１１番１３号
習志野市大久保二丁目１９番６号
習志野市東習志野三丁目１５番１１号
ロイヤルホームセンター㈱ロイサポート事業部 習志野市東習志野六丁目７番１５号
小林設備工業所
習志野市実籾四丁目１８番３号
㈱Ｄ‐ａｄｖａｎｃｅ
習志野市谷津六丁目６番７号
㈱川村設備
野田市桜の里三丁目２５番地の１２
三立設備
野田市みずき二丁目２０番地の１０９
ライフエンジニア㈱
野田市柳沢２１７番地の３０
㈲光信技研
船橋市印内一丁目１０番２６号－Ｂ
古橋工業㈱
船橋市金杉四丁目５番１８号
㈱今仲工務店
船橋市金杉九丁目１番１１号
㈲大島設備
船橋市金杉台二丁目２番１６棟３０２号
㈱髙松建設工業
船橋市上山町三丁目５２２番地５０
レフティ
船橋市上山町三丁目５２７番地３９
㈲吉廣工務店
船橋市高野台三丁目６番２４号
ＳＰプランニング㈱
船橋市高野台四丁目５番２５号
㈲ダイケン
船橋市米ヶ崎町７２９番地
ウォーターワークス㈱
船橋市古和釜町４９７番地６
ムーヴ・オン
船橋市芝山五丁目３６番１４号
㈱三和工業
船橋市高瀬町３１番地９
㈱日本水道センター
船橋市夏見一丁目６番１号
㈱日の出設備
船橋市夏見七丁目１２番１５号
㈲大藤設備
船橋市習志野台五丁目２８番８号
㈱山田総業
船橋市二宮二丁目３７番９号
サンキュードリームス
船橋市飯山満町二丁目９０１番地４
㈱京葉管理工業 千葉営業所
船橋市日の出二丁目２０番２７号
㈱ヒロテック
船橋市藤原五丁目４７番１２号
㈲ウォーテック
船橋市藤原六丁目２５番２７号
豊田設備㈱
船橋市二和東一丁目７番５号
㈱シニアマネージャー
船橋市二和東一丁目１７番１１号
㈲ルーテン
船橋市二和東六丁目３２番４号
㈱タイコー
船橋市本町七丁目２７番１５号
㈲テラスマート＆ソリューションズ
船橋市馬込西二丁目１１番１号
㈲弘栄設備
船橋市馬込西三丁目１４番２６号
土佐工業㈱
船橋市三咲四丁目１１番６号
㈱アクアライフ
船橋市南本町４０番１３号
㈲千広設備
船橋市三山四丁目２５番８号
㈲ヤマコ工業
船橋市宮本四丁目４番１号
㈱カンシンホールディングス
船橋市本中山一丁目６番１５号 ゴールドヒルズ１Ｆ
㈱シモンソー
船橋市薬円台二丁目２番４号
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電話番号
043-309-4933
043-258-6401
043-259-2971
043-205-4355
043-296-1838
043-295-2899
043-294-2976
043-293-3321
043-241-8885
043-299-0111
043-299-1760
043-278-5111
043-237-7262
043-497-4287
043-234-1661
043-312-5610
043-309-4441
043-290-6113
043-214-0021
043-232-2763
0476-90-1170
04-7159-8375
04-7128-9967
04-7153-3355
04-7159-1777
04-7173-4136
047-451-0051
047-477-7676
047-477-5300
0120-00-6186
047-477-1291
047-453-0570
04-7186-6590
04-7125-7078
04-7199-8366
047-710-8910
047-448-3624
047-438-3356
047-449-2637
047-438-6955
047-406-4404
047-449-1623
047-404-5855
047-423-0210
047-456-7891
047-465-7203
047-434-8857
047-421-1281
047-460-3611
047-467-3332
047-465-7121
047-401-3582
047-433-3882
047-430-9070
047-439-7842
047-449-7332
047-401-5273
047-407-8872
047-421-1077
047-438-0002
047-439-2907
047-449-7305
047-434-5945
047-471-8563
047-460-4010
047-302-7131
047-456-3051

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
石川設備
高塚設備工業㈱
㈲蛭田設備工業
日章テック㈱ 千葉営業所
㈱菅野工業所
リバイバルファクトリー㈱
㈱佐藤設備工業
㈲古川設備
㈱大信設備 松戸支店
㈱メイスイ 東関東営業所
増田デンキ
㈱リバティコーポレーション
㈱アルティ
㈱大橋工務店
㈱保坂工業所
千葉住設㈱
㈱飯塚水道工務店
日本サービス㈱
シンセイ（同）
㈱加藤設備
三平産業㈱
㈲タケコウ
㈱ライフラインクリエイター
㈱日本住宅設備
㈲水のマルショウ
㈱イーテック
㈱宮崎工業
㈲新田設備工業

宮城県
㈲聖建設
タカシミズ
平賀設備
㈱ジェット
油井設備工業
㈱ベストライフ
みなみ設備
㈲司
関東アクアサービス㈱
㈱環境開発
三機工業㈱ 茨城支店
トモズワーカー
㈱佐久間設備
㈱フクテックス
㈱舘野設備工業
ティーケイ設備工業
㈱イシダ
三協設備㈱
㈱桧山設備
福田管工㈲
㈱久保設備
ＴＡＫＥＵＣＨＩ㈱
㈱前田設備
㈱シモダ設備工業
北川ヒューテック㈱
㈲高井設備
㈱アビタシオン・オノ
㈱オカダ管工
大面建設㈱
㈱永田工業所
㈱日設工業
㈲エスケイサービス
㈲タナカ設備
㈱米山工業
㈱夢空間研究所
㈲大澤工務店
奥山建設㈱
笹原 妥崇

所
在
地
船橋市薬円台四丁目１番２５号
松戸市秋山３７３番地２８
松戸市古ヶ崎二丁目３２３３番地の１
松戸市古ヶ崎三丁目３３１２番地の２
松戸市古ヶ崎四丁目３４６０番地
松戸市小金原九丁目１９番地の４２
松戸市小金原九丁目２９番地の４
松戸市新松戸二丁目２１番 大川コーポ２０１
松戸市新松戸四丁目１２０番地
松戸市新松戸四丁目１７０番地５
松戸市高塚新田２０４番地の１０
松戸市常盤平双葉町１４番地１３
松戸市二ツ木３番地の１
松戸市松戸１３２９番地
松戸市三ヶ月１２２２番地
松戸市稔台五丁目７番地８
松戸市三矢小台四丁目１３番地の４
松戸市主水新田４７６番地１０
松戸市六高台四丁目９２－１－１１１
松戸市六高台五丁目５３番地５０２号
南房総市岩糸２３６５番地の５
八千代市大和田新田９１７番地４０
八千代市萱田町５９３番地３３
八千代市島田台１０５３番地１
八千代市麦丸９３２番地
八千代市村上１１１３番地１ ２街区２２棟４０３号
八千代市村上１８６６番地５５
四街道市大日１９８８番地３５

電話番号
047-440-8494
047-392-5264
047-361-4224
047-365-1170
047-361-2695
047-341-1025
047-341-7724
047-340-0683
047-345-2640
047-309-5322
090-1818-5704
047-311-7567
047-701-7871
047-368-4161
047-344-5109
047-368-8686
047-362-1457
047-345-5665
047-385-3151
047-383-1141
0470-46-2115
047-459-9199
047-751-3888
047-488-8611
047-459-1939
047-487-4841
047-486-7511
043-421-5289

その他道府県
仙台市青葉区落合五丁目１５番３８号
名取市愛島小豆島字山ノ前４８番地の２
山本郡三種町森岳字東囲８８番１２号
郡山市笹川一丁目１９９番地の１
福島市太田町７番２０号
牛久市柏田町４６１番地１
牛久市南四丁目３２番地１５
古河市南間中橋１９番地２２５
筑西市関本中１０６２番地１
つくば市北中妻２１５番地１
土浦市中央一丁目１番２６号
取手市桜が丘一丁目２７番５号
ひたちなか市柳沢４６９番地３
水戸市笠原町４７４番地２
守谷市松並２０２４番地７９
龍ヶ崎市小柴二丁目１番地３ ２－１０１
龍ヶ崎市城ノ内三丁目７番地８
龍ヶ崎市南中島町１２３番地の６
宇都宮市刈沼町４６１番地
宇都宮市西川田本町四丁目３番１２号
宇都宮市睦町１０番１５号
高崎市上大類町７６７番地２
利根郡みなかみ町上牧２３４４番地の１２
前橋市天川大島町三丁目５７番地１３
金沢市神田一丁目１３番１号
上野原市秋山３５０１番地
上野原市上野原８１５４番地５８
上野原市鶴島１１１２番地
甲府市塩部三丁目２番８号
甲府市千塚五丁目１０番２号
甲府市湯村三丁目５番２１号
韮崎市本町三丁目４番４４号
笛吹市御坂町尾山３２３番地１
富士吉田市上吉田８６５番地の６
山梨市下栗原１４５６番地
山梨市牧丘町室伏２８２番地
山梨市万力１１４７番地
安曇野市穂高牧１８３８番地１４
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022-392-3233
022-382-0882
0185-83-5440
024-945-1000
024-534-1925
029-886-4474
029-871-7301
0280-76-9096
0296-20-3330
029-836-3510
029-822-7801
0297-82-5481
029-219-9972
029-297-5888
0297-48-3019
0297-66-0903
0297-64-7839
0297-66-0617
028-666-0089
028-658-5755
028-648-6888
027-353-4126
0278-72-3334
027-261-0578
076-243-2211
0554-56-2541
0554-62-4121
0554-63-5247
055-253-7670
055-252-7161
055-251-4891
0551-23-4776
055-262-4873
0555-23-0063
0553-23-4711
0553-35-2290
0553-22-0825
080-5143-3337

東京都指定給水装置工事事業者名簿【多摩地区・他道府県】 平成30年9月28日現在
名
称
安田㈱
明治住設㈱
真野工業㈱
ジャパンベストレスキューシステム㈱
足立工業㈱
㈱ナスコ
㈱二友組
㈱カキトー
水道レスキューＰＲＯ
㈱OSGコーポレーション
㈱スイドウサービス
㈱イースマイル

所
在
地
岐阜市鶴田町三丁目２４番地
春日井市坂下町一丁目９４７番地１１
名古屋市熱田区波寄町２番２７号
名古屋市中区錦一丁目１０番２０号
名古屋市中村区名駅南三丁目７番７号
名古屋市南区豊田四丁目７番２３号
名古屋市名東区亀の井三丁目１７７番地
桑名市中央町二丁目３９番地
八幡市橋本北ノ町１５ ３０４
大阪市北区天満一丁目２６番３号
大阪市城東区野江四丁目１番８号４０２
大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号イースマイルビル
パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 大阪市中央区城見二丁目１番６１号
㈱ケンショウ
大阪市中央区谷町二丁目１番２２号フェアステージ大手前ビル４Ｆ
㈱シンエイ
大阪市中央区谷町二丁目４番３号 アイエスビル９階
㈱水道修理センター
大阪市中央区本町四丁目８番１号大栄産業本町ビル７０２号
㈱精研
大阪市中央区南船場二丁目１番３号
㈱ハウスラボ
大阪市浪速区大国二丁目１番６号
㈱藤田工業
大阪市西淀川区御幣島六丁目１６番２１号
永野設備工業㈱
岸和田市三田町１８４９番地
㈱サニコン
堺市北区百舌鳥陵南町三丁目３４５番地
㈱アドバンス
堺市中区土塔町３４０１番地
㈱クリーンライフ
吹田市江坂町二丁目６番１０号
㈱ＸＥＳＴ
吹田市岸部南一丁目６番５‐３１１号
㈱アクアサービス
豊中市庄内栄町四丁目５番７号
㈱国昇
枚方市東香里新町２番－８
㈱中野水土工業所
大和高田市西三倉堂二丁目１番７号
中村設備工業㈱
和歌山市市小路１９４番地１
㈱アクタス
岡山市北区万成東町７番４号
㈱アクアライン
広島市中区上八丁堀８番８号 第１ウエノヤビル６Ｆ
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電話番号
058-246-2133
0568-88-0973
052-884-3111
052-212-9900
052-561-1551
052-694-0770
052-709-7700
0594-21-3711
0120-706-194
06-6357-0101
06-6991-6767
06-7739-2525
06-6949-2301
06-6809-7676
06-6944-7797
06-6816-8164
06-6224-0753
06-6648-9898
06-6195-9266
072-445-1290
072-277-3255
072-230-5878
06-6821-6133
06-6317-8111
06-6335-1211
072-800-6736
0745-53-2753
073-455-7455
086-259-0008
082-502-6644

