
事 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

正和工業㈱ 春日部市豊野町２-３２-１９ ０４８－７３６－６１１１

㈱弓木電設社 白岡市小久喜１１６１-３ ０４８０－９２－６９８３

㈱享和 白岡市下野田８０９ ０４８０－９２－２３４５

北辰住設㈱ 春日部市永沼１２６２-３ ０４８－８１２－５５１０

深作設備工業㈱ 久喜市久喜北１-１０-４ ０４８０－２１－３１７５

㈱中村工業所宮代営業所 宮代町字山崎７４５-２ ０４８０－３２－４８１７

㈲木村住設 白岡市大字太田新井４５８-３ ０４８０－９２－２６２６

シミズ設備工業㈱ 上尾市谷津２-５-１０ ０４８－７７３－５６７６

㈱木村設備 宮代町本田４-１０-３２ ０４８０－３２－７７８８

㈲小河原設備 宮代町大字姫宮３７５ ０４８０－３３－０３９１

㈲蛭間水道設備 宮代町本田５-１８-２０ ０４８０－３２－２４０７

㈱山田設備 幸手市大字惣新田１２５５-１ ０４８０－４８－１２３８

関根設備工業㈱ 幸手市中１-１２-３３ ０４８０－４２－００８７

㈱カキヌマ 久喜市北青柳１２３６-１ ０４８０－２３－４１２６

㈲滝本商店 春日部市米島１１８５-５５ ０４８－７４６－１０２５

高橋設備工業㈱ 春日部市立野６１０ ０４８－７４８－１４１２

㈱共栄設備 蓮田市大字江ヶ崎１７１１ ０４８－７６８－２０１２

利根川設備 春日部市大字小渕３０-７ ０４８－７５２－４０９２

㈲倉持工業 茨城県猿島郡境町１０６７ ０２８０－８７－０６６４

㈲関根設備工業 茨城県古河市山田３２８-３ ０２８０－７８－０２４８

㈱ヤマグチ 久喜市佐間２９０-２ ０４８０－５２－５５７０

木村工業㈱ 幸手市中４-１２-２５ ０４８０－４２－９３３５

五十嵐設備 春日部市大字小渕１１５５-６ ０４８－７６１－４１８０

㈱中村設備工業所 上尾市錦町１-１８ ０４８－７７３－８７３３

㈲上澤設備 春日部市緑町１-１５-１９ ０４８－７３５－５９１５

㈲村田設備 春日部市緑町６-１０-２６ ０４８－７３７－５８４３

㈱山田設備工業 白岡市西８-１５-１ ０４８０－９２－２２５１

㈱アイダ設計 さいたま市大宮区桜木町２-２８６ ０４８－７２６－８６１３

アサヒ住建㈱ 上尾市大字平塚２５５８-４ ０４８－７７３－８５１３

田中電機産業㈱ 加須市旗井２４９-１ ０４８０－７２－６５９０

㈱泉山設備 北本市石戸５-２６８ ０４８－５９２－７５１０

タイヨー設備㈲ 春日部市武里中野４７２-１ ０４８－７３７－０８４１

㈱伊藤住設 川越市大字上寺山４５８-１０ ０４９－２２６－５０７１

㈱スガマ 茨城県猿島郡五霞町元栗橋９２-３ ０２８０－８０－１２０５

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

㈲北沢設備工業 伊奈町内宿台５-１０２ ０４８―７２８―２４０４

㈱宮設備 さいたま支店 さいたま市北区盆栽町９５-２-１０３ ０４８－８７１－５３１８

家庭の水道工事（町外）



事 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

㈲深谷設備工業 桶川市川田谷６３６６ ０４８－７８７－０７３５

㈱プロテック 茨城県古河市女沼４６-３ ０２８０－９２－９５００

守合設備 白岡市千駄野８６２-４ ０４８０－５３－３９８８

㈱埼仙 上尾市中分２-９４-１ ０４８－７２５－０４８０

入江水道工業㈱ 久喜市本町３-１８-２３ ０４８０－２１－０８６７

㈲優輝設備 宮代町本田５-９-２０ ０４８０－３３－５５０８

㈲小島水道工業 加須市大字北篠崎２１２ ０４８０－６８－５７４３

㈱岡野水道設備 久喜市大字太田袋６２８ ０４８０－２３－２１８１

㈲旭工舎 さいたま市岩槻区大字徳力３４６ ０４８－７９３－３０５５

㈲長島設備 茨城県猿島郡五霞町大字冬木２４９ ０２８０－８４－０３０１

㈱春日部設備工業 春日部市西金野井３６９－１ ０４８－７３９－６６３５

㈲本田工業 春日部市谷原新田１４０４ ０４８－７３６－２９２９

㈱ＭＳフィールド さいたま市西区指扇領別所３６６-７ ０４８－６２１－３５３５

泉空調㈱ 蓮田市井沼６７５-１９ ０４８－７６７－１９００

吉備工業㈱ 久喜市栗橋東４-７-２２ ０４８０－５２－０７７７

㈱イースマイル
大阪府大阪市中央区瓦屋町３-７-３
ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ

０６－７７３９－２５２５

Ｎ･Ｋ企画 三郷市番匠免１-１１６ ０４８－９１６－０１６１

㈲エハラ設備 白岡市荒井新田８３-２ ０４８０－９７－００５８

㈱シンエイ さいたま市北区本郷町２６０ ０４８－６６６－３３６６

㈱福田設備工業 加須市中種足１５２９ ０４８０－７３－２８４８

㈲敏総合設備工事 久喜市吉羽５-６-４ ０４８０－２１－３０８５

㈱深谷設計設備 さいたま市北区別所町３８-１０ ０４８－７８３－４０９０

㈱新井管工事 桶川市川田谷６６５４-１ ０４８－７８７－８１８１

㈱ベストワーク さいたま市岩槻区鹿室１１２３－３ ０４８－７９５－２０００

新井ポンプ工業㈱ さいたま市岩槻区大字徳力８６ ０４８－７９４－２４３２

㈱岡村工業 茨城県古河市諸川１０１３-１ ０２８０－２３－５８９３

㈲湯山設備工業所 川越市中台元町１-５-１５ ０４９－２４２－５０６４

㈱中央設備工業 上尾市今泉１-１-３ ０４８－７２５－３２３２

㈱宮下工業 さいたま市西区植田谷本８５４-３ ０４８－６２５－５９６６

㈲ラピスト 加須市道地１２０５-１ ０４８０－７３－７２７７

㈱ヒタチ設備 栃木県小山市駅東通り２-３５-１０ ０２８５－２５－０８８２

㈱丸山設備 加須市新川通４２０-５ ０４８０－７７－１０５１

夏目設備㈱ 熊谷市池上４９０ ０４８－５２３－００６４

森設備㈱ 行田市長野５-１６-１ ０４８－５５６－２３００

サンエス設工㈲ 上尾市今泉１―３１―１１ ０４８－７８０－７６８１

㈱荒川設備 川口市大字峯８１０-１２ ０４８－２９７－８９９９

㈱アクアサービス 大阪府豊中市庄内栄町４-５-７ ０６－６３３５－１２１１

ダイセーＥｘｔ㈱ 茨城県古河市磯部５４０-１ ０２８０－２３－１３６３

㈱空衛設備 宮代町東３３１-６ ０４８０－３７－３３１７



事 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

㈱ワンロード さいたま市大宮区吉敷町１-７３-３階 ０４８－７９７－８９２５

㈱アクアライン
広島県広島市中区上八丁堀８-８
第１ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ６階

０８２－５０２－６６４４

㈲福商 宮代町字中２１-２５ ０４８０－３３－４０４３

㈱ライフィット 千葉県我孫子市布佐３３９８ ０４－７１８９－２９２１

日本総合住生活㈱ 東京都文京区湯島二丁目２番２号 ０３－６８０３－３６０５

㈱クラシアン 横浜市港北区新横浜１-２-１ ０１２０－５００－５００

㈲長谷川設備工業 さいたま市西区大字西遊馬９０２-１ ０４８－６２６－２３８５

㈱ライフサポート
東京都渋谷区大山町４５－１８
代々木上原ウエストビル３階

０３－５４６５－０７０３

㈲磯部設備 川口市柳崎２-２５-３１ ０４８－２６９－０３５２

大協和工業㈱ さいたま市西区大字宝来１４２５-１ ０４８－６２３－３７１１

㈱トミザワ設備 久喜市上町６-５２ ０４８０－２１－０９４６

㈲JWSマルタカ 川口市上青木１-２１-１２ ０４８－２５０－６７８０

㈱交換できるくん
東京都渋谷区東１-２６-２０
東京建物東渋谷ビル１２F

０３－６４２７－５３８１

㈲斎藤設備 千葉県野田市古布内１１６５ ０４－７１９６－０１６４

協立設備㈱ 桶川市大字下日出谷３０１-５ ０４８－７８６－４５５７

㈱アクシス 東京都練馬区向山４－９－１５－２０７ ０３－５８４８－８７１６

㈲倉元興業 さいたま市岩槻区黒谷2158-33 ０４８－７９８－５５４１

㈲松山水道設備 松伏町松伏2631-1 ０４８－９９１－２４６９

㈱タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1 ０９３－９６２－０９４１

㈱市上建設 春日部市一ノ割3-15-46 ０４８－７３３－３８５５

㈱やなぎ 上尾市大字平塚3010番地3 ０８０－５４８５－５２６０

池中建設株式会社 越谷市東越谷7丁目31番地3 ０４８－９６４－３６１１

有限会社水道屋 さいたま市南区大谷口3139番地1 ０４８－８７６－４１３２

株式会社優進設備工業 加須市南大桑661-1 ０８０－３５４８－７１４２

株式会社クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町6番10号 ０６－６８２１－６１３３

株式会社協亜建設 行田市大字野2411番地1 ０４８－５５９－０６０３

株式会社ミナミ住設 東京都世田谷区尾山台1丁目2番17号 ０４－７１７８－２１３１

株式会社イーライフグループ 東京都渋谷区南平台町15番地15 ０３－６４５５－３９９０

有限会社玉坂設備 桶川市上日出谷344番地の11 ０４８－７８７－６５５０

株式会社ザイマックス 東京都港区赤坂一丁目1番1号 ０３－５５４４－６６００

K設備 比企郡吉見町大字長谷722番地20 ０４９３－５４－６３６２

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

株式会社ライフエナジー 東京都千代田区平河町1丁目6番15号　USビル8階 ０１２０－０３３－００３

株式会社旭ハイテック 幸手市大字千塚1321番地 ０４８０－４２－９７１０
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