
指定工事業者名 住　　所 電話番号

【久喜市内　栗橋地区】

指定工事業者名 住　　所 電話番号

【久喜市内　鷲宮地区】

指定工事業者名 住　　所 電話番号

指定工事業者名 住　　所 電話番号

久喜市水道指定給水装置工事事業者一覧久喜市水道指定給水装置工事事業者一覧
　「給水装置」とは、お客様へ水を供給するために、配水管から分かれて設けられた水道管や蛇口（給水用具）などをいいます。
　給水装置に関する工事は、市指定の「指定給水装置工事事業者」が行うこととなっており、指定事業者以外の者が行うことはで
きません。
　ご家庭の水道工事（新設・増設・修繕等）を行うときは、ご住所を確認の上、下記の水道指定給水装置工事事業者（指定工事
店）へ依頼してください。
※水道業者によっては工事費が異なります。また、見積依頼に費用が生じる場合がありますので、依頼する際は事前に電話にてご
確認をお願いいたします。ご不明な点は、水道業務課までお問い合わせください。　℡０４８０－５８－１１１１(代表）

ラインサービス

吉澤水道工業　株式会社

有限会社　染谷水道工業

有限会社　新井設備

入江水道工業　株式会社

黒川設備工業　株式会社

有限会社　中村設備工業所

株式会社　トミザワ設備

深作設備工業　株式会社

有限会社　鈴木設備

有限会社　会田工業

株式会社　アクサス

有限会社　バード

有限会社　敏総合設備工事

奥北設備

有限会社　小関総合設備

新日本瓦斯　株式会社

株式会社　岡野水道設備

株式会社　カキヌマ

有限会社　加藤設備

長谷川工業　株式会社

中山工業所

有限会社　吉澤設備工業

菊池設備

株式会社　鈴木総合設備

荒井設備工業所

有限会社　関水道総合設備

有限会社　小山水道

鎌田工業　株式会社

株式会社　サカエヤ設備

有限会社　平沢商店

有限会社　中村管設

横田設備

有限会社　加藤設備

株式会社　小林建設

成田管工　株式会社

株式会社　シノザキ

小林設備

横田電機商会

株式会社　中村工業所

神谷管工

大久保水道設備

ハギワラ　株式会社

株式会社　アクア設備

株式会社　ヤマグチ

ヒカリ住設

株式会社　西製作所

横井電気工業　株式会社

梅澤設備

富士コントロ－ル　株式会社

有限会社　田沼商店

株式会社　仁井田設備

吉備工業　株式会社

久喜市久喜中央2丁目4番22号
KIYOMIビル1F

丸山設備

株式会社　パラレル

株式会社　旭クリエイト

株式会社　三紀木材ホ－ム

大栄設備工業

有限会社　田口住設

株式会社　加藤工業

久喜市管工事業協同組合

有限会社　那須水道設備

久喜市南1丁目2番28号

久喜市南5丁目2番7号

久喜市本町1丁目1番4号

久喜市本町3丁目18番23号

久喜市本町5丁目10番49号

久喜市本町6丁目15番47号

久喜市上町6番52号

久喜市久喜北1丁目10番4号

久喜市青毛4丁目6番地6

久喜市栗原4丁目3番地16

久喜市吉羽181番地9

久喜市吉羽1丁目24番地10

久喜市吉羽1丁目28番10号

久喜市吉羽5丁目16番地4

久喜市久喜東6丁目10番11号

久喜市上早見579番地の13

久喜市下早見818番地

久喜市太田袋628番地

久喜市北青柳1236番地の1

久喜市北青柳1491番地

久喜市原338番地11

久喜市上清久245番地

久喜市上清久247番地の4

久喜市菖蒲町台666番地8

久喜市菖蒲町台977番地

久喜市菖蒲町台1491番地

久喜市菖蒲町台2135番地2

久喜市菖蒲町三箇950番地

久喜市菖蒲町新堀445番地3

久喜市菖蒲町新堀2610番地6

久喜市菖蒲町菖蒲150番地

久喜市菖蒲町菖蒲1549番地4

久喜市菖蒲町下栢間1942番地

久喜市菖蒲町下栢間2686番地

久喜市菖蒲町小林1782番地

久喜市菖蒲町小林2836番地

久喜市菖蒲町小林3411番地1

久喜市栗橋東6丁目2番20号

久喜市小右衛門1026番地

久喜市小右衛門1349番地

久喜市北広島180番地の2

久喜市中里845番地

久喜市南栗橋12丁目2番15

久喜市松永351番地4

久喜市佐間290番地の2

久喜市栗橋北1丁目8番5号

久喜市栗橋北1丁目15番15号

久喜市栗橋中央2丁目19番29号

久喜市栗橋東2丁目14番11号

久喜市栗橋東2丁目14番14号

久喜市栗橋東3丁目1番3号

久喜市栗橋東3丁目13番12号

久喜市栗橋東4丁目7番22号

久喜市八甫5丁目3番地2

久喜市東大輪258番地

久喜市西大輪2088番地1

久喜市中妻775番地1

久喜市中妻1597番地1

久喜市葛梅2丁目19番地1

久喜市鷲宮中央1丁目22番15号

久喜市鷲宮3049番地1

0480-23-9661

0480-21-5002

0480-21-0212

0480-21-0344

0480-21-0867

0480-21-0400

0480-21-1992

0480-21-0946

0480-21-3175

0480-23-4875

0480-24-3966

0480-53-7772

0120-009-776

0480-21-1402

0480-21-3085

0480-24-7215

0480-22-6539

0480-21-5626

0480-23-2181

0480-23-4126

0480-21-5782

0480-22-0748

0480-21-3850

0480-21-2598

0480-85-4478

0480-85-4111

0480-85-1480

0480-85-3812

0480-85-2010

0480-85-0327

0480-85-0507

0480-85-0033

0480-85-5780

0480-85-4779

0480-85-7879

0480-85-6635

0480-85-3971

0480-85-4438

0480-52-5132

0480-52-0148

0480-52-0450

0480-52-3647

0480-52-3645

0480-52-8193

0480-31-7043

0480-52-5570

0480-31-8206

0480-52-0626

0480-52-0771

0480-52-9797

0480-52-6038

0480-52-0311

0480-52-0162

0480-52-0777

0480-59-6300

0480-59-5265

0480-59-1112

0480-59-1187

0480-58-1599

0480-57-4270

0480-58-1255

0480-58-2013

0480-58-0638

【久喜市内　久喜地区】

【久喜市内　菖蒲地区】

久喜市鷲宮586番地1
ラ・プリーマ1階C号室

21

平成29年5月1日現在

有限会社
ケイ・アイ設備サービス



指定工事業者名 住　　所 電話番号

【久喜市内　栗橋地区】

指定工事業者名 住　　所 電話番号

【久喜市内　鷲宮地区】

指定工事業者名 住　　所 電話番号

指定工事業者名 住　　所 電話番号

久喜市水道指定給水装置工事事業者一覧久喜市水道指定給水装置工事事業者一覧
　「給水装置」とは、お客様へ水を供給するために、配水管から分かれて設けられた水道管や蛇口（給水用具）などをいいます。
　給水装置に関する工事は、市指定の「指定給水装置工事事業者」が行うこととなっており、指定事業者以外の者が行うことはで
きません。
　ご家庭の水道工事（新設・増設・修繕等）を行うときは、ご住所を確認の上、下記の水道指定給水装置工事事業者（指定工事
店）へ依頼してください。
※水道業者によっては工事費が異なります。また、見積依頼に費用が生じる場合がありますので、依頼する際は事前に電話にてご
確認をお願いいたします。ご不明な点は、水道業務課までお問い合わせください。　℡０４８０－５８－１１１１(代表）

ラインサービス

吉澤水道工業　株式会社

有限会社　染谷水道工業

有限会社　新井設備

入江水道工業　株式会社

黒川設備工業　株式会社

有限会社　中村設備工業所

株式会社　トミザワ設備

深作設備工業　株式会社

有限会社　鈴木設備

有限会社　会田工業

株式会社　アクサス

有限会社　バード

有限会社　敏総合設備工事

奥北設備

有限会社　小関総合設備

新日本瓦斯　株式会社

株式会社　岡野水道設備

株式会社　カキヌマ

有限会社　加藤設備

長谷川工業　株式会社

中山工業所

有限会社　吉澤設備工業

菊池設備

株式会社　鈴木総合設備

荒井設備工業所

有限会社　関水道総合設備

有限会社　小山水道

鎌田工業　株式会社

株式会社　サカエヤ設備

有限会社　平沢商店

有限会社　中村管設

横田設備

有限会社　加藤設備

株式会社　小林建設

成田管工　株式会社

株式会社　シノザキ

小林設備

横田電機商会

株式会社　中村工業所

神谷管工

大久保水道設備

ハギワラ　株式会社

株式会社　アクア設備

株式会社　ヤマグチ

ヒカリ住設

株式会社　西製作所

横井電気工業　株式会社

梅澤設備

富士コントロ－ル　株式会社

有限会社　田沼商店

株式会社　仁井田設備

吉備工業　株式会社

久喜市久喜中央2丁目4番22号
KIYOMIビル1F

丸山設備

株式会社　パラレル

株式会社　旭クリエイト

株式会社　三紀木材ホ－ム

大栄設備工業

有限会社　田口住設

株式会社　加藤工業

久喜市管工事業協同組合

有限会社　那須水道設備

久喜市南1丁目2番28号

久喜市南5丁目2番7号

久喜市本町1丁目1番4号

久喜市本町3丁目18番23号

久喜市本町5丁目10番49号

久喜市本町6丁目15番47号

久喜市上町6番52号

久喜市久喜北1丁目10番4号

久喜市青毛4丁目6番地6

久喜市栗原4丁目3番地16

久喜市吉羽181番地9

久喜市吉羽1丁目24番地10

久喜市吉羽1丁目28番10号

久喜市吉羽5丁目16番地4

久喜市久喜東6丁目10番11号

久喜市上早見579番地の13

久喜市下早見818番地

久喜市太田袋628番地

久喜市北青柳1236番地の1

久喜市北青柳1491番地

久喜市原338番地11

久喜市上清久245番地

久喜市上清久247番地の4

久喜市菖蒲町台666番地8

久喜市菖蒲町台977番地

久喜市菖蒲町台1491番地

久喜市菖蒲町台2135番地2

久喜市菖蒲町三箇950番地

久喜市菖蒲町新堀445番地3

久喜市菖蒲町新堀2610番地6

久喜市菖蒲町菖蒲150番地

久喜市菖蒲町菖蒲1549番地4

久喜市菖蒲町下栢間1942番地

久喜市菖蒲町下栢間2686番地

久喜市菖蒲町小林1782番地

久喜市菖蒲町小林2836番地

久喜市菖蒲町小林3411番地1

久喜市栗橋東6丁目2番20号

久喜市小右衛門1026番地

久喜市小右衛門1349番地

久喜市北広島180番地の2

久喜市中里845番地

久喜市南栗橋12丁目2番15

久喜市松永351番地4

久喜市佐間290番地の2

久喜市栗橋北1丁目8番5号

久喜市栗橋北1丁目15番15号

久喜市栗橋中央2丁目19番29号

久喜市栗橋東2丁目14番11号

久喜市栗橋東2丁目14番14号

久喜市栗橋東3丁目1番3号

久喜市栗橋東3丁目13番12号

久喜市栗橋東4丁目7番22号

久喜市八甫5丁目3番地2

久喜市東大輪258番地

久喜市西大輪2088番地1

久喜市中妻775番地1

久喜市中妻1597番地1

久喜市葛梅2丁目19番地1

久喜市鷲宮中央1丁目22番15号

久喜市鷲宮3049番地1

0480-23-9661

0480-21-5002

0480-21-0212

0480-21-0344

0480-21-0867

0480-21-0400

0480-21-1992

0480-21-0946

0480-21-3175

0480-23-4875

0480-24-3966

0480-53-7772

0120-009-776

0480-21-1402

0480-21-3085

0480-24-7215

0480-22-6539

0480-21-5626

0480-23-2181

0480-23-4126

0480-21-5782

0480-22-0748

0480-21-3850

0480-21-2598

0480-85-4478

0480-85-4111

0480-85-1480

0480-85-3812

0480-85-2010

0480-85-0327

0480-85-0507

0480-85-0033

0480-85-5780

0480-85-4779

0480-85-7879

0480-85-6635

0480-85-3971

0480-85-4438

0480-52-5132

0480-52-0148

0480-52-0450

0480-52-3647

0480-52-3645

0480-52-8193

0480-31-7043

0480-52-5570

0480-31-8206

0480-52-0626

0480-52-0771

0480-52-9797

0480-52-6038

0480-52-0311

0480-52-0162

0480-52-0777

0480-59-6300

0480-59-5265

0480-59-1112

0480-59-1187

0480-58-1599

0480-57-4270

0480-58-1255

0480-58-2013

0480-58-0638

【久喜市内　久喜地区】

【久喜市内　菖蒲地区】

久喜市鷲宮586番地1
ラ・プリーマ1階C号室

21

平成29年5月1日現在

有限会社
ケイ・アイ設備サービス



【市外　その他の地区】

【市外　さいたま地区】

【市外　行田・熊谷・鴻巣・北本・桶川地区】

【市外　蓮田・白岡・伊奈・上尾地区】

【県外】
指定工事業者名 住　　所 電話番号

株式会社 アステム 東京都中央区日本橋堀留町1丁目2番10号 03-3639-3330

日本総合住生活 株式会社関東支社 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地 03-6803-3600

株式会社 大三 東京都足立区保木間2丁目13番地7 アイディパレス渕江1F 03-5831-1670

有限会社 クリア住設 東京都足立区入谷5丁目10番5号 03-3857-2190

株式会社 ライフサポート 東京都渋谷区渋谷2丁目1番12号 東京セントラル宮益坂上7階 0120-245-990

株式会社 伊藤住設 東京都練馬区西大泉1丁目15番8号 03-3921-5263

株式会社 皐月 東京都府中市小柳町5丁目12番地の28 042-363-2258

株式会社 東和商会 東京都東久留米市前沢5丁目34番17号 042-467-6767

エバーリンクス 株式会社 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目17番地 045-253-8731

有限会社 豊永プランニング 千葉県佐倉市ユーカリが丘6丁目8番1号 043-488-3399

スズキ設備 茨城県下妻市中郷283番地1 0296-43-6070

正英設備 茨城県古河市恩名1199番地 0280-78-1766

有限会社 関根設備工業 茨城県古河市山田328番地の3 0280-78-0248

株式会社 ゴヨー 茨城県古河市仁連1903番地の2 0280-77-0105

株式会社 岡村工業 茨城県古河市諸川1013番地1 0280-23-5893

有限会社 中央住宅設備 茨城県古河市関戸1745番地 0280-98-3141

ダイセーExt 株式会社 茨城県古河市磯部540番地1 0280-23-1363

株式会社 プロテック 茨城県古河市女沼46番地の3 0280-92-9500

株式会社 マコト工業 茨城県古河市女沼320番地6 0280-23-5225

有限会社 長島設備 茨城県猿島郡五霞町大字冬木249番地 0280-84-0301

株式会社 飯島興産 茨城県猿島郡五霞町大字小福田1235番地25 0280-84-0023

株式会社 スガマ設備 茨城県猿島郡五霞町大字元栗橋92番地3 0280-80-1205

有限会社 篠塚工業所 茨城県猿島郡境町大字塚崎2585番地 0280-87-1219

株式会社 フクテックス 茨城県水戸市笠原町474番地2 029-297-5888

池田建設 株式会社 栃木県真岡市熊倉3丁目19番地14 0285-84-2225

株式会社 ヒタチ設備 栃木県小山市駅東通り2丁目35番10号 0285-25-0882

有限会社 水工設備 栃木県小山市横倉新田426番地 0285-27-3922

株式会社 アクア 栃木県小山市神山2丁目5番5号 0285-27-8120

株式会社 渡辺管工 栃木県小山市東間々田2丁目20番47号 0285-45-0326

有限会社 グットライフ 栃木県小山市大字平和236番地1 0285-45-8087

株式会社 三国 群馬県前橋市山王町1丁目14番地の12 027-267-0019

株式会社 シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番3号 アイエスビル9Ｆ 06-6944-7797

株式会社 イースマイル 大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目7番10号 イースマイルビル 06-6631-7449

株式会社 アクアサービス 大阪府豊中市庄内栄町4丁目5番7号 06-6335-1211

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

指定工事業者名 住　　所 電話番号

指定工事業者名 住　　所 電話番号

【市外　加須地区】
指定工事業者名 住　　所 電話番号

【市外 幸手・杉戸・宮代地区】 指定工事業者名 住　　所 電話番号

【市外　春日部・越谷地区】

指定工事業者名 住　　所 電話番号

指定工事業者名 住　　所 電話番号

有限会社 新井設備 幸手市円藤内753番地 0480-42-2952

有限会社 溝口設備工業 幸手市中1丁目2番6号 0480-42-9266

関根設備工業 株式会社 幸手市中1丁目12番33号 0480-42-0087

木村工業 株式会社 幸手市中4丁目12番25号 0480-42-9335

株式会社 山田設備 幸手市惣新田1255番地1 0480-48-1238

有限会社 水上設備工業 幸手市平須賀2丁目339番地6 0480-47-3739

株式会社 日本ウォーターテックス 幸手市緑台1丁目19番11号 0480-43-3601

松本設備 幸手市南3丁目9番15号 0480-42-3603

株式会社 熊谷設備工業 杉戸町大字宮前137番地56 0480-38-0043

株式会社 高田工業所 杉戸町清地6丁目12番26号 0480-34-0361

有限会社 ジャパン管工 杉戸町佐左ヱ門788番地3 0480-36-5521

株式会社 サンケイ 杉戸町杉戸2612番地1 0480-31-1545

太平ビル管理 株式会社 杉戸町杉戸2丁目6番3号 0480-32-0381

関根建設 株式会社 杉戸町大字本島647番地 0480-38-1772

株式会社 スガワラ工業 杉戸町大字下高野546番地 0480-34-4741

株式会社 サンライト 杉戸町内田2丁目2番1号　 0480-34-5711

長島商会 杉戸町高野台南2丁目11番1　ハイツライラック106 0480-34-1377

株式会社 岩崎設備 宮代町百間3丁目9番24号 0480-35-0088

有限会社 小河原設備 宮代町字姫宮375番地 0480-33-0391

株式会社 空衛設備 宮代町東331番地6 0480-37-3317

株式会社 木村設備 宮代町本田4丁目10番32号 0480-32-7788

有限会社 優輝設備 宮代町本田5丁目9番20号 0480-33-5508

有限会社 小島水道工業 加須市北篠崎212番地 0480-68-5743

中埜水道工業 加須市花崎北2丁5番地6 2号棟 0480-53-3522

株式会社 杉本設備 加須市南篠崎1066番地6 0480-65-0581

株式会社 中島電気工業 加須市南篠崎2548番地 0480-65-1727

有限会社 藤井設備 加須市水深895番地 0480-65-0208

株式会社 小口工業 加須市戸川782番地 0480-62-3234

リリスコンストラクション 株式会社 加須市中央1丁目10番14号 0480-61-0123

有限会社 ほそだガス 加須市向川岸町5番33号 0480-61-0505

有限会社 細田住宅設備 加須市上高柳605番地 0480-73-0369

泉工業所 加須市日出安383番地甲 0480-73-2363

八木田設備 加須市外川54番地13 0480-73-5344

株式会社 彩玉 加須市中種足1497番地 0480-53-3432

株式会社 福田設備工業 加須市中種足1529番地 0480-73-2848

有限会社 ラピスト 加須市道地1205番地1 0480-73-7277

田中電機産業 株式会社 加須市旗井249番地1 0480-72-6590

コミネ設備工業 加須市旗井1113番地1 0480-31-6499

株式会社 丸山設備 加須市新川通420番地5 0480-77-1051

森工業 株式会社 加須市柏戸257番地5 0280-62-5111

有限会社 長澤設備 加須市栄1839番地 0280-62-1420

服部工業 株式会社 加須市上三俣613番地1 0480-61-2043

タイヨ－設備 有限会社 春日部市武里中野472番地1 048-737-0841

五十嵐設備 春日部市小渕1155番地6 048-761-4180

正和工業 株式会社 春日部市豊野町2丁目32番地19 048-736-6111

株式会社 千葉工業 春日部市備後西3丁目5番40号 048-735-6660

鎌倉土木 株式会社 春日部市大沼3丁目72番地 048-736-5256

株式会社 ベストワーク 春日部市増戸532番地3 048-795-2000

株式会社 気水設備 春日部市内牧1707番地 048-753-1322

有限会社 上澤設備 春日部市緑町1丁目15番19号 048-735-5915

有限会社 本田工業 春日部市谷原新田1404番地 048-736-2929

有限会社 サトウ住設 春日部市水角848番地 048-718-3600

高橋設備工業 株式会社 春日部市立野610番地 048-748-1412

東彩ガス 株式会社 越谷市越ヶ谷1丁目14番1号 048-962-1138

株式会社 コネクトライン さいたま市浦和区岸町7丁目9番地7号 葵ビル5Ｆ 048-815-9000

株式会社 アイダ設計 さいたま市大宮区桜木町2丁目286番地 048-726-8613

株式会社 宮下工業 さいたま市西区植田谷本854番地3 048-625-5966

株式会社 池上管工 さいたま市西区大字土屋491番地1 048-624-2044

株式会社 MSフィ－ルド さいたま市西区指扇領別所366番地7 048-621-3535

大協和工業 株式会社 さいたま市西区大字宝来1425番地1 048-623-3711

株式会社 中村総業 さいたま市西区大字島根字前769番2 048-779-8758

株式会社 シンエイ さいたま市北区本郷町260番地 048-668-1188

有限会社 宮設備 さいたま市北区盆栽町95番地2 ガーデンコート盆栽103 048-871-5318

株式会社 クラシアン さいたま市北区吉野町2丁目200番地1 048-668-6911

日興設備工業 株式会社 さいたま市北区宮原町2丁目69番地 048-664-5321

株式会社 茂田工業所 さいたま市北区東大成町2丁目376番地2 048-666-6868

株式会社 深谷設計設備 さいたま市北区別所町26番地15 048-673-3194

有限会社 ケーワイエンジニアリング さいたま市北区別所町47番地24 048-663-0818

有限会社 横山設備工業 さいたま市北区別所町72番地9 048-665-7776

埼玉日化サービス 株式会社 さいたま市北区宮原町2丁目111番地8 048-666-1101

株式会社 早水設備 さいたま市南区文蔵1丁目2番5号 048-864-7563

株式会社 坂本建設 さいたま市南区内谷2丁目13番10号 048-864-9981

サンケン 株式会社 さいたま市見沼区春岡1丁目33番地1 048-683-6400

有限会社 アサヒラ水工 さいたま市見沼区春岡2丁目31番地8 048-687-6046

株式会社 埼玉総合設備 さいたま市見沼区大字風渡野351番地の15 048-686-1234

有限会社 石橋水興大宮支店 さいたま市見沼区大字中川261番地 048-688-6972

積和建設埼玉 株式会社 さいたま市見沼区東大宮6丁目14番地10 048-686-1191

株式会社 フジサワ さいたま市桜区大字大久保領家510番地10 048-829-9893

株式会社 光和設備工業 さいたま市桜区西堀4丁目9番17号 048-839-9611

有限会社 時岡工務店 さいたま市桜区西堀9丁目20番12号 048-853-8059

新井ポンプ工業 株式会社 さいたま市岩槻区大字徳力86番地 048-794-2432

有限会社 旭工舎 さいたま市岩槻区大字徳力346番地 048-793-3055

株式会社 杉本設備工業 さいたま市岩槻区大字表慈恩寺1526番地の1 048-794-2147

株式会社 ワンロード さいたま市岩槻区大字大谷359番地1 048-797-8925

有限会社 倉元興業 さいたま市岩槻区大字黒谷2158番地の33 048-798-5541

平井管工　株式会社 さいたま市岩槻区上野4丁目5番地21 048-795-0620

株式会社　サイエイヤマト さいたま市岩槻区西原台1丁目1番10号 048-758-1308

三和設備工業　株式会社 さいたま市中央区下落合5丁目16番2号 048-853-1651

有限会社 松山水道設備 松伏町大字松伏2631番地1 048-991-2469

島村建設工業 有限会社 羽生市大字秀安706番地 048-562-1177

有限会社 柿沼住設 羽生市東8丁目9番地13 048-561-6166

有限会社 長峯設備 羽生市大字羽生430番地6 048-561-4491

株式会社 いいじま 川島町大字上伊草1364番地 049-297-0457

株式会社 小高設備 川越市大字下広谷512番地1 049-239-3900

有限会社 湯山設備工業所 川越市中台元町1丁目5番地15 049-242-5064

東洋アクア工業 株式会社 朝霞市大字上内間木722番地9 048-423-9922

横田設備工業 株式会社 新座市片山1丁目15番31号 048-479-9404

有限会社 平成開発工業 富士見市大字水子2855番地1 049-255-0355

株式会社 タカサカ 東松山市大字西本宿1763番地3 0493-34-4735

Ｋ設備 吉見町大字長谷722番地20 0493-54-6362

有限会社 平設備 滑川町大字伊古158番地1 0493-57-1157

有限会社 桐原設備工業 ふじみ野市大井926番地の9 049-256-3023

株式会社 武蔵設備 入間市大字新久669番地50 04-2963-2922

株式会社 木下商興 所沢市三ヶ島5丁目1283番地 042-948-1719

株式会社 たべい 深谷市萱場759番地3 048-571-0466

株式会社 細田設備工業 本庄市児玉町塩谷587番地1 0495-72-0909

株式会社 ヒマワリ建設 長瀞町大字長瀞851番地11 0494-66-3061

瀬山電機・設備 行田市大字下須戸1197番地2 048-559-3443

森設備 株式会社 行田市大字下須戸2613番地 048-556-2300

株式会社 ハウスプラミングエンタープライズ 行田市富士見町1丁目9番地3 048-564-0166

有限会社 協亜建設 行田市大字野961番地3 048-559-0603

小林設備工業 株式会社 行田市大字持田2422番地2 048-554-6433

有限会社 クリハラ設備 行田市大字和田326番地1 048-556-5393

有限会社 棚澤住設 熊谷市佐谷田3100番地1 048-522-6660

有限会社 中村フィクセル 熊谷市久下1692番地4 048-522-5490

パナソニックコンシューマーマーケティング 株式会社 熊谷市宮町1丁目29 048-599-0191

株式会社 中屋 熊谷市弥生2丁目50番地 048-523-2372

株式会社 タキザワ 熊谷市石原1丁目122番地 048-521-5028

有限会社 大島工業 鴻巣市赤城780番地 048-569-0689

有限会社 椛田 鴻巣市北根1364番地の2 048-569-0634

有限会社 朝見住設 鴻巣市屈巣2382番地 048-569-0995

株式会社 水野水道 鴻巣市人形4丁目6番27号 048-541-5361

有限会社 シンセイ 鴻巣市宮前38番地20 048-597-0201

有限会社 関根設備 鴻巣市登戸341番地1 048-597-1244

桐原設備工業所 鴻巣市箕田479番地7 048-596-1842

株式会社 サイキ 北本市深井7丁目160番地 048-542-8313

株式会社 泉山設備 北本市石戸5丁目268番地 048-592-7510

新井工業 株式会社 北本市荒井3丁目281番地 048-591-0643

アテックス 株式会社 北本市中央4丁目74番地 048-590-5707

有限会社 長島設備商会 北本市本町4丁目99番地 048-591-1304

中島設備 桶川市坂田東3丁目14番地の8 048-727-1421

岡野水道工業　有限会社 桶川市北1丁目24番7号 048-771-5699

有限会社 寿管工 桶川市南2丁目2番11号 048-782-6638

有限会社 吉野設備 桶川市鴨川1丁目16番10号 048-786-3738

株式会社 住宅サポ－ト．Ｃ 桶川市大字下日出谷6番地の1 048-729-7172

協立設備 株式会社 桶川市大字下日出谷301番地の5 048-786-4557

株式会社 島村建設 桶川市大字下日出谷319番地1 048-786-8571

有限会社 太宝設備 桶川市大字上日出谷192番地の1 048-786-9871

株式会社 大木水道 桶川市大字川田谷3255番地 048-787-0611

有限会社 ホソイ 桶川市大字川田谷3398番地の13 048-789-2789

有限会社 深谷設備工業 桶川市大字川田谷6366番地 048-787-0735

株式会社 新井管工事 桶川市大字川田谷6654番地の1 048-787-8181

本沢住設 株式会社 蓮田市大字江ヶ崎1177番地の7 048-768-1923

株式会社 共栄設備 蓮田市大字江ヶ崎1711番地 048-768-2012

株式会社 エハラ設備 白岡市荒井新田83番地の2 0480-97-0058

株式会社 享和 白岡市下野田809 0480-92-2345

株式会社 山田設備工業 白岡市西8丁目15番1 0480-92-2251

大久保設備工業 株式会社 白岡市千駄野90番地2 0480-92-4961

弓木空調 株式会社 白岡市千駄野675番地5 0480-92-6457

守合設備 白岡市千駄野862番地4 0480-53-3988

有限会社 布施設備工業 白岡市千駄野1260番地の2 0480-92-2754

株式会社 弓木電設社 白岡市小久喜1161番地3 0480-92-6983

有限会社 木村住設 白岡市太田新井458番地の3 0480-92-2626

京濱燃料 株式会社 伊奈町栄4丁目98 048-720-0777

有限会社 矢部設備工業所 伊奈町大字小室10041番地12 048-721-3795

アサヒ住建 株式会社 伊奈町西小針6丁目150番地1 048-773-8513

有限会社 北沢設備工業 伊奈町内宿台5丁目102番地 048-728-2404

株式会社 中村設備工業所 上尾市錦町1番地18 048-773-8733

株式会社 大川工業所 上尾市上平中央2丁目36番地2 048-771-5219

ミサワホーム建設 株式会社 上尾市大字瓦葺790番地の1 048-721-8411

シミズ設備工業 株式会社 上尾市谷津2丁目5番10号 048-773-5676

合同会社 マツザキ 上尾市壱丁目55番地3号　グリーンピュア201号 048-717-5424

サンエス設工 有限会社 上尾市壱丁目464番地7 048-780-7681

株式会社 田代水道設備 上尾市大字今泉80番地3 048-781-1068

株式会社 中央設備工業 上尾市大字今泉365番地12 048-725-3232

有限会社 三幸システム企画 上尾市地頭方441番地7 048-781-3405

株式会社 金子設備 上尾市小泉9丁目3番地14 048-773-6057

株式会社 ナカヤマ 上尾市泉台3丁目4番4号 048-789-3033

新妻設備工業 上尾市小泉711番地14 048-781-7061

株式会社 光進設備 上尾市弁財2丁目2番37号 048-776-2711
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指定工事業者名 住　　所 電話番号
株式会社 埼京デンキセンター 川口市幸町1丁目14番13号 048-252-6673

株式会社 エーエスケー 川口市上青木4丁目16番38号 048-261-1201

有限会社 磯部設備 川口市柳崎2丁目25番31号 048-269-0352

株式会社 荒川設備 川口市大字峯810番地の12 048-297-8999

株式会社 Ｎ・Ｋ企画 三郷市番匠免1丁目116番地 048-916-0161

纏鷹建設 株式会社 吉川市川藤912番地2 048-940-8136
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【市外　その他の地区】

【市外　さいたま地区】

【市外　行田・熊谷・鴻巣・北本・桶川地区】

【市外　蓮田・白岡・伊奈・上尾地区】

【県外】
指定工事業者名 住　　所 電話番号

株式会社 アステム 東京都中央区日本橋堀留町1丁目2番10号 03-3639-3330

日本総合住生活 株式会社関東支社 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地 03-6803-3600

株式会社 大三 東京都足立区保木間2丁目13番地7 アイディパレス渕江1F 03-5831-1670

有限会社 クリア住設 東京都足立区入谷5丁目10番5号 03-3857-2190

株式会社 ライフサポート 東京都渋谷区渋谷2丁目1番12号 東京セントラル宮益坂上7階 0120-245-990

株式会社 伊藤住設 東京都練馬区西大泉1丁目15番8号 03-3921-5263

株式会社 皐月 東京都府中市小柳町5丁目12番地の28 042-363-2258

株式会社 東和商会 東京都東久留米市前沢5丁目34番17号 042-467-6767

エバーリンクス 株式会社 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目17番地 045-253-8731

有限会社 豊永プランニング 千葉県佐倉市ユーカリが丘6丁目8番1号 043-488-3399

スズキ設備 茨城県下妻市中郷283番地1 0296-43-6070

正英設備 茨城県古河市恩名1199番地 0280-78-1766

有限会社 関根設備工業 茨城県古河市山田328番地の3 0280-78-0248

株式会社 ゴヨー 茨城県古河市仁連1903番地の2 0280-77-0105

株式会社 岡村工業 茨城県古河市諸川1013番地1 0280-23-5893

有限会社 中央住宅設備 茨城県古河市関戸1745番地 0280-98-3141

ダイセーExt 株式会社 茨城県古河市磯部540番地1 0280-23-1363

株式会社 プロテック 茨城県古河市女沼46番地の3 0280-92-9500

株式会社 マコト工業 茨城県古河市女沼320番地6 0280-23-5225

有限会社 長島設備 茨城県猿島郡五霞町大字冬木249番地 0280-84-0301

株式会社 飯島興産 茨城県猿島郡五霞町大字小福田1235番地25 0280-84-0023

株式会社 スガマ設備 茨城県猿島郡五霞町大字元栗橋92番地3 0280-80-1205

有限会社 篠塚工業所 茨城県猿島郡境町大字塚崎2585番地 0280-87-1219

株式会社 フクテックス 茨城県水戸市笠原町474番地2 029-297-5888

池田建設 株式会社 栃木県真岡市熊倉3丁目19番地14 0285-84-2225

株式会社 ヒタチ設備 栃木県小山市駅東通り2丁目35番10号 0285-25-0882

有限会社 水工設備 栃木県小山市横倉新田426番地 0285-27-3922

株式会社 アクア 栃木県小山市神山2丁目5番5号 0285-27-8120

株式会社 渡辺管工 栃木県小山市東間々田2丁目20番47号 0285-45-0326

有限会社 グットライフ 栃木県小山市大字平和236番地1 0285-45-8087

株式会社 三国 群馬県前橋市山王町1丁目14番地の12 027-267-0019

株式会社 シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番3号 アイエスビル9Ｆ 06-6944-7797

株式会社 イースマイル 大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目7番10号 イースマイルビル 06-6631-7449

株式会社 アクアサービス 大阪府豊中市庄内栄町4丁目5番7号 06-6335-1211

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

指定工事業者名 住　　所 電話番号

指定工事業者名 住　　所 電話番号

【市外　加須地区】
指定工事業者名 住　　所 電話番号

【市外 幸手・杉戸・宮代地区】 指定工事業者名 住　　所 電話番号

【市外　春日部・越谷地区】

指定工事業者名 住　　所 電話番号

指定工事業者名 住　　所 電話番号

有限会社 新井設備 幸手市円藤内753番地 0480-42-2952

有限会社 溝口設備工業 幸手市中1丁目2番6号 0480-42-9266

関根設備工業 株式会社 幸手市中1丁目12番33号 0480-42-0087

木村工業 株式会社 幸手市中4丁目12番25号 0480-42-9335

株式会社 山田設備 幸手市惣新田1255番地1 0480-48-1238

有限会社 水上設備工業 幸手市平須賀2丁目339番地6 0480-47-3739

株式会社 日本ウォーターテックス 幸手市緑台1丁目19番11号 0480-43-3601

松本設備 幸手市南3丁目9番15号 0480-42-3603

株式会社 熊谷設備工業 杉戸町大字宮前137番地56 0480-38-0043

株式会社 高田工業所 杉戸町清地6丁目12番26号 0480-34-0361

有限会社 ジャパン管工 杉戸町佐左ヱ門788番地3 0480-36-5521

株式会社 サンケイ 杉戸町杉戸2612番地1 0480-31-1545

太平ビル管理 株式会社 杉戸町杉戸2丁目6番3号 0480-32-0381

関根建設 株式会社 杉戸町大字本島647番地 0480-38-1772

株式会社 スガワラ工業 杉戸町大字下高野546番地 0480-34-4741

株式会社 サンライト 杉戸町内田2丁目2番1号　 0480-34-5711

長島商会 杉戸町高野台南2丁目11番1　ハイツライラック106 0480-34-1377

株式会社 岩崎設備 宮代町百間3丁目9番24号 0480-35-0088

有限会社 小河原設備 宮代町字姫宮375番地 0480-33-0391

株式会社 空衛設備 宮代町東331番地6 0480-37-3317

株式会社 木村設備 宮代町本田4丁目10番32号 0480-32-7788

有限会社 優輝設備 宮代町本田5丁目9番20号 0480-33-5508

有限会社 小島水道工業 加須市北篠崎212番地 0480-68-5743

中埜水道工業 加須市花崎北2丁5番地6 2号棟 0480-53-3522

株式会社 杉本設備 加須市南篠崎1066番地6 0480-65-0581

株式会社 中島電気工業 加須市南篠崎2548番地 0480-65-1727

有限会社 藤井設備 加須市水深895番地 0480-65-0208

株式会社 小口工業 加須市戸川782番地 0480-62-3234

リリスコンストラクション 株式会社 加須市中央1丁目10番14号 0480-61-0123

有限会社 ほそだガス 加須市向川岸町5番33号 0480-61-0505

有限会社 細田住宅設備 加須市上高柳605番地 0480-73-0369

泉工業所 加須市日出安383番地甲 0480-73-2363

八木田設備 加須市外川54番地13 0480-73-5344

株式会社 彩玉 加須市中種足1497番地 0480-53-3432

株式会社 福田設備工業 加須市中種足1529番地 0480-73-2848

有限会社 ラピスト 加須市道地1205番地1 0480-73-7277

田中電機産業 株式会社 加須市旗井249番地1 0480-72-6590

コミネ設備工業 加須市旗井1113番地1 0480-31-6499

株式会社 丸山設備 加須市新川通420番地5 0480-77-1051

森工業 株式会社 加須市柏戸257番地5 0280-62-5111

有限会社 長澤設備 加須市栄1839番地 0280-62-1420

服部工業 株式会社 加須市上三俣613番地1 0480-61-2043

タイヨ－設備 有限会社 春日部市武里中野472番地1 048-737-0841

五十嵐設備 春日部市小渕1155番地6 048-761-4180

正和工業 株式会社 春日部市豊野町2丁目32番地19 048-736-6111

株式会社 千葉工業 春日部市備後西3丁目5番40号 048-735-6660

鎌倉土木 株式会社 春日部市大沼3丁目72番地 048-736-5256

株式会社 ベストワーク 春日部市増戸532番地3 048-795-2000

株式会社 気水設備 春日部市内牧1707番地 048-753-1322

有限会社 上澤設備 春日部市緑町1丁目15番19号 048-735-5915

有限会社 本田工業 春日部市谷原新田1404番地 048-736-2929

有限会社 サトウ住設 春日部市水角848番地 048-718-3600

高橋設備工業 株式会社 春日部市立野610番地 048-748-1412

東彩ガス 株式会社 越谷市越ヶ谷1丁目14番1号 048-962-1138

株式会社 コネクトライン さいたま市浦和区岸町7丁目9番地7号 葵ビル5Ｆ 048-815-9000

株式会社 アイダ設計 さいたま市大宮区桜木町2丁目286番地 048-726-8613

株式会社 宮下工業 さいたま市西区植田谷本854番地3 048-625-5966

株式会社 池上管工 さいたま市西区大字土屋491番地1 048-624-2044

株式会社 MSフィ－ルド さいたま市西区指扇領別所366番地7 048-621-3535

大協和工業 株式会社 さいたま市西区大字宝来1425番地1 048-623-3711

株式会社 中村総業 さいたま市西区大字島根字前769番2 048-779-8758

株式会社 シンエイ さいたま市北区本郷町260番地 048-668-1188

有限会社 宮設備 さいたま市北区盆栽町95番地2 ガーデンコート盆栽103 048-871-5318

株式会社 クラシアン さいたま市北区吉野町2丁目200番地1 048-668-6911

日興設備工業 株式会社 さいたま市北区宮原町2丁目69番地 048-664-5321

株式会社 茂田工業所 さいたま市北区東大成町2丁目376番地2 048-666-6868

株式会社 深谷設計設備 さいたま市北区別所町26番地15 048-673-3194

有限会社 ケーワイエンジニアリング さいたま市北区別所町47番地24 048-663-0818

有限会社 横山設備工業 さいたま市北区別所町72番地9 048-665-7776

埼玉日化サービス 株式会社 さいたま市北区宮原町2丁目111番地8 048-666-1101

株式会社 早水設備 さいたま市南区文蔵1丁目2番5号 048-864-7563

株式会社 坂本建設 さいたま市南区内谷2丁目13番10号 048-864-9981

サンケン 株式会社 さいたま市見沼区春岡1丁目33番地1 048-683-6400

有限会社 アサヒラ水工 さいたま市見沼区春岡2丁目31番地8 048-687-6046

株式会社 埼玉総合設備 さいたま市見沼区大字風渡野351番地の15 048-686-1234

有限会社 石橋水興大宮支店 さいたま市見沼区大字中川261番地 048-688-6972

積和建設埼玉 株式会社 さいたま市見沼区東大宮6丁目14番地10 048-686-1191

株式会社 フジサワ さいたま市桜区大字大久保領家510番地10 048-829-9893

株式会社 光和設備工業 さいたま市桜区西堀4丁目9番17号 048-839-9611

有限会社 時岡工務店 さいたま市桜区西堀9丁目20番12号 048-853-8059

新井ポンプ工業 株式会社 さいたま市岩槻区大字徳力86番地 048-794-2432

有限会社 旭工舎 さいたま市岩槻区大字徳力346番地 048-793-3055

株式会社 杉本設備工業 さいたま市岩槻区大字表慈恩寺1526番地の1 048-794-2147

株式会社 ワンロード さいたま市岩槻区大字大谷359番地1 048-797-8925

有限会社 倉元興業 さいたま市岩槻区大字黒谷2158番地の33 048-798-5541

平井管工　株式会社 さいたま市岩槻区上野4丁目5番地21 048-795-0620

株式会社　サイエイヤマト さいたま市岩槻区西原台1丁目1番10号 048-758-1308

三和設備工業　株式会社 さいたま市中央区下落合5丁目16番2号 048-853-1651

有限会社 松山水道設備 松伏町大字松伏2631番地1 048-991-2469

島村建設工業 有限会社 羽生市大字秀安706番地 048-562-1177

有限会社 柿沼住設 羽生市東8丁目9番地13 048-561-6166

有限会社 長峯設備 羽生市大字羽生430番地6 048-561-4491

株式会社 いいじま 川島町大字上伊草1364番地 049-297-0457

株式会社 小高設備 川越市大字下広谷512番地1 049-239-3900

有限会社 湯山設備工業所 川越市中台元町1丁目5番地15 049-242-5064

東洋アクア工業 株式会社 朝霞市大字上内間木722番地9 048-423-9922

横田設備工業 株式会社 新座市片山1丁目15番31号 048-479-9404

有限会社 平成開発工業 富士見市大字水子2855番地1 049-255-0355

株式会社 タカサカ 東松山市大字西本宿1763番地3 0493-34-4735

Ｋ設備 吉見町大字長谷722番地20 0493-54-6362

有限会社 平設備 滑川町大字伊古158番地1 0493-57-1157

有限会社 桐原設備工業 ふじみ野市大井926番地の9 049-256-3023

株式会社 武蔵設備 入間市大字新久669番地50 04-2963-2922

株式会社 木下商興 所沢市三ヶ島5丁目1283番地 042-948-1719

株式会社 たべい 深谷市萱場759番地3 048-571-0466

株式会社 細田設備工業 本庄市児玉町塩谷587番地1 0495-72-0909

株式会社 ヒマワリ建設 長瀞町大字長瀞851番地11 0494-66-3061

瀬山電機・設備 行田市大字下須戸1197番地2 048-559-3443

森設備 株式会社 行田市大字下須戸2613番地 048-556-2300

株式会社 ハウスプラミングエンタープライズ 行田市富士見町1丁目9番地3 048-564-0166

有限会社 協亜建設 行田市大字野961番地3 048-559-0603

小林設備工業 株式会社 行田市大字持田2422番地2 048-554-6433

有限会社 クリハラ設備 行田市大字和田326番地1 048-556-5393

有限会社 棚澤住設 熊谷市佐谷田3100番地1 048-522-6660

有限会社 中村フィクセル 熊谷市久下1692番地4 048-522-5490

パナソニックコンシューマーマーケティング 株式会社 熊谷市宮町1丁目29 048-599-0191

株式会社 中屋 熊谷市弥生2丁目50番地 048-523-2372

株式会社 タキザワ 熊谷市石原1丁目122番地 048-521-5028

有限会社 大島工業 鴻巣市赤城780番地 048-569-0689

有限会社 椛田 鴻巣市北根1364番地の2 048-569-0634

有限会社 朝見住設 鴻巣市屈巣2382番地 048-569-0995

株式会社 水野水道 鴻巣市人形4丁目6番27号 048-541-5361

有限会社 シンセイ 鴻巣市宮前38番地20 048-597-0201

有限会社 関根設備 鴻巣市登戸341番地1 048-597-1244

桐原設備工業所 鴻巣市箕田479番地7 048-596-1842

株式会社 サイキ 北本市深井7丁目160番地 048-542-8313

株式会社 泉山設備 北本市石戸5丁目268番地 048-592-7510

新井工業 株式会社 北本市荒井3丁目281番地 048-591-0643

アテックス 株式会社 北本市中央4丁目74番地 048-590-5707

有限会社 長島設備商会 北本市本町4丁目99番地 048-591-1304

中島設備 桶川市坂田東3丁目14番地の8 048-727-1421

岡野水道工業　有限会社 桶川市北1丁目24番7号 048-771-5699

有限会社 寿管工 桶川市南2丁目2番11号 048-782-6638

有限会社 吉野設備 桶川市鴨川1丁目16番10号 048-786-3738

株式会社 住宅サポ－ト．Ｃ 桶川市大字下日出谷6番地の1 048-729-7172

協立設備 株式会社 桶川市大字下日出谷301番地の5 048-786-4557

株式会社 島村建設 桶川市大字下日出谷319番地1 048-786-8571

有限会社 太宝設備 桶川市大字上日出谷192番地の1 048-786-9871

株式会社 大木水道 桶川市大字川田谷3255番地 048-787-0611

有限会社 ホソイ 桶川市大字川田谷3398番地の13 048-789-2789

有限会社 深谷設備工業 桶川市大字川田谷6366番地 048-787-0735

株式会社 新井管工事 桶川市大字川田谷6654番地の1 048-787-8181

本沢住設 株式会社 蓮田市大字江ヶ崎1177番地の7 048-768-1923

株式会社 共栄設備 蓮田市大字江ヶ崎1711番地 048-768-2012

株式会社 エハラ設備 白岡市荒井新田83番地の2 0480-97-0058

株式会社 享和 白岡市下野田809 0480-92-2345

株式会社 山田設備工業 白岡市西8丁目15番1 0480-92-2251

大久保設備工業 株式会社 白岡市千駄野90番地2 0480-92-4961

弓木空調 株式会社 白岡市千駄野675番地5 0480-92-6457

守合設備 白岡市千駄野862番地4 0480-53-3988

有限会社 布施設備工業 白岡市千駄野1260番地の2 0480-92-2754

株式会社 弓木電設社 白岡市小久喜1161番地3 0480-92-6983

有限会社 木村住設 白岡市太田新井458番地の3 0480-92-2626

京濱燃料 株式会社 伊奈町栄4丁目98 048-720-0777

有限会社 矢部設備工業所 伊奈町大字小室10041番地12 048-721-3795

アサヒ住建 株式会社 伊奈町西小針6丁目150番地1 048-773-8513

有限会社 北沢設備工業 伊奈町内宿台5丁目102番地 048-728-2404

株式会社 中村設備工業所 上尾市錦町1番地18 048-773-8733

株式会社 大川工業所 上尾市上平中央2丁目36番地2 048-771-5219

ミサワホーム建設 株式会社 上尾市大字瓦葺790番地の1 048-721-8411

シミズ設備工業 株式会社 上尾市谷津2丁目5番10号 048-773-5676

合同会社 マツザキ 上尾市壱丁目55番地3号　グリーンピュア201号 048-717-5424

サンエス設工 有限会社 上尾市壱丁目464番地7 048-780-7681

株式会社 田代水道設備 上尾市大字今泉80番地3 048-781-1068

株式会社 中央設備工業 上尾市大字今泉365番地12 048-725-3232

有限会社 三幸システム企画 上尾市地頭方441番地7 048-781-3405

株式会社 金子設備 上尾市小泉9丁目3番地14 048-773-6057

株式会社 ナカヤマ 上尾市泉台3丁目4番4号 048-789-3033

新妻設備工業 上尾市小泉711番地14 048-781-7061

株式会社 光進設備 上尾市弁財2丁目2番37号 048-776-2711

43

平成29年5月1日現在

指定工事業者名 住　　所 電話番号
株式会社 埼京デンキセンター 川口市幸町1丁目14番13号 048-252-6673

株式会社 エーエスケー 川口市上青木4丁目16番38号 048-261-1201

有限会社 磯部設備 川口市柳崎2丁目25番31号 048-269-0352

株式会社 荒川設備 川口市大字峯810番地の12 048-297-8999

株式会社 Ｎ・Ｋ企画 三郷市番匠免1丁目116番地 048-916-0161

纏鷹建設 株式会社 吉川市川藤912番地2 048-940-8136
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