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工事事業者名
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ジャパンベストレスキューシステム株式会社 052-212-9900

愛知県名古屋市中区錦1-10-20

サンエス設工有限会社

048-780-7681

上尾市大字壱丁目464番地の7

株式会社金子設備

048-773-6057

上尾市小泉9-3-14

株式会社ナカヤマ

048-789-3033

上尾市泉台3-4-4

新妻設備工業

048-781-7061

上尾市小泉711-14

株式会社ワイズ・ウォーター

048-878-8253

さいたま市見沼区大谷1285-1

株式会社光進設備

048-776-2711

上尾市弁財2-2-37

株式会社中央設備工業

048-725-3232

上尾市大字今泉365-12

シミズ設備工業株式会社

048-773-5676

上尾市谷津2-5-10

アサヒ住建株式会社

048-773-8513

上尾市平塚2558-4

有限会社栗原水道

048-472-6533

朝霞市三原3-29-3

株式会社オチアイ

049-258-6772

入間郡三芳町大字藤久保1122-4

有限会社マルナカ設備工業

049-258-2343

入間郡三芳町大字藤久保3943-3

株式会社忠光

042-934-5337

入間市宮寺3145-1

株式会社スイドウサービス

06-6991-6767

大阪府大阪市城東区野江4-1-8-402

株式会社シンエイ

06-6944-7797

大阪府大阪市中央区谷町2-4-3 ｱｲｴ
ｽﾋﾞﾙ9階

株式会社アクアサービス

06-6335-1211

大阪府豊中市庄内栄町4-5-7

株式会社イースマイル

06-6631-7449

大阪府大阪市浪速区敷津東3-7-10
ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ

パナソニックコンシューマーマーケティング
（株）

06-6949-2301

大阪府大阪市中央区城見2-1-61

株式会社水道修理センター

06-6816-8164

大阪府大阪市中央区本町4-8-1 大
阪産業本町ビル702

SLS株式会社

06-6310-4700

大阪府吹田市南金田2-3-26

協立設備株式会社

048-786-4557

桶川市大字下日出谷302-6
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有限会社玉坂設備

048-787-6550

桶川市上日出谷344-11

株式会社新井管工事

048-787-8181

桶川市川田谷6654-1

五十嵐設備

048-761-4180

春日部市小渕1155-6

タイヨー設備有限会社

048-737-0841

春日部市武里中野472

有限会社サトウ住設

048-718-3600

春日部市水角848

株式会社千葉工業

048-735-6660

春日部市備後西3-5-40

有限会社上澤設備

048-735-5915

春日部市緑町1-15-19

有限会社滝本商店

048-746-1025

春日部市米島1185-55

株式会社ベストワーク

048-793-2200

春日部市増戸532-3

株式会社丸山設備

0480-77-1051

加須市新川通420-5

有限会社ローズ設備

044-986-2360

神奈川県川崎市麻生区栗平 2-424-103

有限会社渡辺工業

044-856-6461

神奈川県川崎市高津区上作延906-20

株式会社サニックス

044-753-0181

神奈川県川崎市中原区下小田中6-821

株式会社クラシアン

045-473-8181

神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1

有限会社アクティブ

045-949-1255

神奈川県横浜市都筑区荏田東4-18-8

株式会社トーシンテックス

042-749-2666

神奈川県相模原市南区上鶴間1-11-9

昭和工業株式会社

049-224-6149

川越市石原町2-58-16

株式会社小髙設備

049-239-3900

川越市大字下広谷512-1

有限会社湯山設備工業所

049-242-5064

川越市中台元町1-5-15

有限会社北沢設備工業

048-728-2404

北足立郡伊奈町内宿台5-102

有限会社ジャパン管工

048-036-5521

北葛飾郡杉戸町大字佐左エ門788-3

株式会社スガワラ工業

0480-34-4741

北葛飾郡杉戸町大字下高野546
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株式会社熊谷設備工業

0480-38-0043

北葛飾郡杉戸町大字宮前137-56

有限会社松山水道設備

048-991-2469

北葛飾郡松伏町大字松伏2631

株式会社泉山設備

048-592-7510

北本市石戸5-268

株式会社新日本設備

048-592-3623

北本市下石戸下1543-5

アテックス株式会社

048-590-5707

北本市中央4-74

森設備株式会社

048-556-2300

行田市下須戸2613

有限会社関水道総合設備

0480-85-3812

久喜市菖蒲町台2135-2

敏総合設備工事

0480-21-3085

久喜市吉羽5-16-4

株式会社三国

027-267-0019

群馬県前橋市山王町1-14-12

有限会社会田設備

048-962-0318

越谷市赤山町5-10-12

株式会社ナカノヤ

048-974-8711

越谷市大沢3-28-11

有限会社オカゼリ設備

048-962-7888

越谷市大沢4-17-26

蒲生水道設備工業株式会社

048-988-3067

越谷市蒲生1-3-39

第一エネルギー設備株式会社

048-985-7221

越谷市蒲生茜町13-2

エムエー水道センター

048-960-1155

越谷市瓦曽根2-8-53

有限会社千葉商事

048-974-9577

越谷市北越谷3-21-5

株式会社協和設備

048-973-6000

越谷市大道478

株式会社桶新設備

048-974-4716

越谷市西新井898

株式会社森田工業

048-966-9631

越谷市東越谷1-5-9

株式会社マルコー

048-972-6282

八潮市八條35

有限会社裕真

0495-33-3976

児玉郡上里町金久保191-4

株式会社ワンロード

048-797-8925

さいたま市岩槻区大字大谷359-1
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株式会社ミナミ

048-798-5877

さいたま市岩槻区大字黒谷2146-5

株式会社シビルエンジニアリングガーデン

048-791-2731

さいたま市岩槻区大字末田1500-1

新井ポンプ工業株式会社

048-794-2432

さいたま市岩槻区大字徳力86

有限会社旭工舎

048-793-3055

さいたま市岩槻区大字徳力346

有限会社倉元興業

048-798-5541

さいたま市岩槻区黒谷2158

タバタ水道

048-628-5432

さいたま市岩槻区大谷700-10

山田設備

048-876-9965

さいたま市岩槻区末田1099-12

有限会社志賀設備

048-873-7749

さいたま市浦和区木崎5-37-23

株式会社関東アトレ

048-882-3100

さいたま市浦和区本太3-20-28

大東設備工業株式会社

048-644-4006

さいたま市大宮区天沼町1-621-75

株式会社アイダ設計

048-650-0978

さいたま市大宮区桜木町2-286

有限会社第一設備工業

048-652-8626

さいたま市北区今羽町477-16-14404

株式会社茂田工業所

048-032-1766

さいたま市北区東大成町2-376-2

株式会社良松

048-666-1200

さいたま市北区東大成町1-460

協和住設株式会社

048-663-3814

さいたま市北区東大成町2-712

株式会社深谷設計設備

048-783-4090

さいたま市北区別所町26-15

有限会社ケーワイエンジニアリング

048-663-0818

さいたま市北区別所町47-24

株式会社シンエイ

048-666-3366

さいたま市北区本郷町260

埼玉日化サービス株式会社

048-666-1101

さいたま市北区宮原町2-111-8

株式会社ノハラ

048-664-6398

さいたま市北区宮原町2-4-2

日興設備工業株式会社

048-664-5321

さいたま市北区宮原町2-69

有限会社総合メンテナンス

048-653-2657

さいたま市北区吉野町1-373-3
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株式会社いなもと

048-665-7044

さいたま市北区吉野町1-400-12

有限会社石川工業

048-668-8001

さいたま市北区吉野町2-223-23

有限会社髙進設備工業

048-855-4412

さいたま市桜区栄和2-10-9

有限会社仁幸設備工業所

048-854-9652

さいたま市桜区大字大久保領家461-3

株式会社フジサワ

048-829-9893

さいたま市桜区大字大久保領家51010

有限会社鈴木工業

048-856-1575

さいたま市桜区神田391-5

株式会社モリエンジニアリング

048-856-1818

さいたま市桜区五関150-1

有限会社佐野工務店

048-862-5619

さいたま市桜区町谷1-10-4

ヒロミコーポレーション

048-854-3844

さいたま市桜区塚本140-11

臼井設備

048-858-1387

さいたま市桜区中島1-17-3

株式会社光和設備工業

048-839-9611

さいたま市桜区西堀4-9-17

有限会社萩原工業

048-851-4110

さいたま市中央区上峰2-2-3

ラインファミリー株式会社

048-859-1717

さいたま市中央区上峰2-3-1

三和設備工業株式会社

048-853-1651

さいたま市中央区下落合5-16-2

有限会社高野設備工業所

048-852-9111

さいたま市中央区八王子2-4-11

興新工業株式会社

048-852-1743

さいたま市中央区八王子3-30-1

三洋埼玉設備株式会社

048-852-8981

さいたま市中央区下落合4-23-17

株式会社中村総業

048-852-9500

さいたま市中央区本町東2-10-3

大同建設工業有限会社

048-625-8428

さいたま市西区大字佐知川549-2

株式会社池上管工

048-624-2044

さいたま市西区大字土屋491-1

株式会社加藤商事

048-624-5335

さいたま市西区大字内野本郷297-4

大協和工業株式会社

048-623-3711

さいたま市西区大字宝来1425-1
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株式会社森設備

048-624-1536

さいたま市西区指扇2336

株式会社MSフィールド

048-621-3535

さいたま市西区指扇領別所366-7

株式会社宮下工業

048-625-5966

さいたま市西区植田谷本854-3

有限会社和設備工業

048-620-2015

さいたま市西区島根76

有限会社長谷川設備工業

048-626-2385

さいたま市西区西遊馬902-1

株式会社中村水道工業所

048-624-4506

さいたま市西区中野林351

三室建設株式会社

048-624-5388

さいたま市西区三橋5-645-1

有限会社エムズプラン

048-699-9103

さいたま市緑区大字大門4944-271

有限会社ハート設備工業

048-874-3160

さいたま市緑区大字大間木860-2

株式会社イイノ

048-874-6801

さいたま市緑区大字三室903-2

有限会社エール設備

048-269-4077

さいたま市緑区三室1198-6

有限会社マイシン

048-874-2246

さいたま市緑区大間木1527-1

株式会社太陽商工

048-878-1905

さいたま市緑区上野田574-3

秋本管工有限会社

048-887-6612

さいたま市緑区道祖士4-29-30

有限会社ダイエン

048-883-9625

さいたま市緑区原山1-22-1

株式会社創研埼玉支店

048-810-1717

さいたま市緑区東浦和4-33-14

有限会社木村設備

048-875-5440

さいたま市緑区東浦和8-8-6

株式会社章海設備

048-711-7930

さいたま市緑区東大門2-17-30

タカセ工業株式会社

048-873-9910

さいたま市緑区松木2-32-4

株式会社サトウ水工

048-875-9871

さいたま市緑区松木3-19-8

株式会社早水設備

048-864-7563

さいたま市南区内谷4-19-4

有限会社ニシノ設備工業

048-813-6350

さいたま市南区大字円正寺210-3
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株式会社フェルゼ伸興

048-861-9985

さいたま市南区白幡4-9-5

正和設備工業株式会社

048-885-2800

さいたま市南区大谷口783

株式会社日成工業

048-883-3353

さいたま市南区大谷口875

有限会社ティ・エス・コーポレーション

048-813-7722

さいたま市南区大谷口977-16

株式会社増田興業

048-885-6795

さいたま市南区大谷口1813-3

有限会社水道屋

048-876-4132

さいたま市南区大谷口3139-1

有限会社彗星住宅設備

048-839-3532

さいたま市南区白幡6-18-1

株式会社ＴＯＭＯウォーターサービス

048-887-9515

さいたま市南区太田窪2691-1

Ｎ－トラスト設備

048-699-7433

さいたま市南区文蔵4-2-2-102

株式会社早坂水道工業所

048-861-6859

さいたま市南区文蔵1-2-5

有限会社平成興業

048-837-0033

さいたま市南区文蔵2-3-4

有限会社三水工業

048-866-1471

さいたま市南区内谷4-11-9

昭栄建設株式会社

048-866-3111

さいたま市南区南本町1-3-1

株式会社ジー・エル

048-685-0295

さいたま市見沼区大字中川5-2

株式会社エムアール

048-812-8885

さいたま市見沼区大字御蔵1551-9

有限会社田口住設

048-632-4343

さいたま市見沼区大字御蔵1184-4

株式会社リビングサービス・アサコ

048-687-9506

さいたま市見沼区大字御蔵379-5

有限会社広町水道

048-683-7305

さいたま市見沼区大字片柳103

株式会社埼玉総合設備

048-686-1234

さいたま市見沼区大字風渡野351-15

株式会社こばやし設備工業所

048-685-1344

さいたま市見沼区大字東宮下2013-1

有限会社石橋水興大宮支店

048-688-6972

さいたま市見沼区中川261

有限会社アサヒラ水工

048-687-6046

さいたま市見沼区春岡2-31-8

川口市指定給水装置工事事業者一覧表 市外
工事事業者名

電話

所在地

株式会社ダイタク

048-699-4450

さいたま市見沼区春岡2-37-20

県南設備工業株式会社

048-663-5941

さいたま市見沼区東大宮2-31-2

積和建設埼玉株式会社

048-686-1191

さいたま市見沼区東大宮6-14-10

株式会社水商

048-689-9261

さいたま市見沼区深作1-34-2

有限会社池宮設備

048-682-0721

さいたま市見沼区深作3-23-22

有限会社和田設備

048-683-0833

さいたま市見沼区大字上山口新田
164-7

株式会社如月創設

048-687-2988

さいたま市見沼区大谷156-17

ＳＤセンター株式会社

048-685-9233

さいたま市見沼区南中丸289-9-211

株式会社くはら設備

049-280-8777

坂戸市塚越1203-1

有限会社宮澤組

048-835-5015

狭山市大字堀兼1265

有限会社宮設備

048-871-5318

狭山市堀兼1974-3

株式会社もたい設備工業

048-424-8556

志木市下宗岡3-2-14

株式会社タニムラ設備

048-487-2563

志木市中宗岡3-9-3光ビル1F

株式会社アクアマリンズ

048-662-6000

志木市上宗岡4-6-27

エスシーエス株式会社

048-936-1234

草加市青柳2-19-10

有限会社小林設備

048-932-2760

草加市青柳3-34-5

株式会社セントラル設備

048-936-1000

草加市青柳8-29-2

ナガヤス工業株式会社

048-924-4230

草加市青柳8-57-43

有限会社アイ水道

048-951-2343

草加市小山1-23-17

有限会社三和設備工業

048-942-7754

草加市北谷1-19-12

有限会社平和電気商会

048-924-3071

草加市住吉1-12-5

株式会社井戸梅

048-922-3413

草加市住吉2-4-3
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株式会社三成建設

048-942-5053

草加市清門1-363

株式会社大翔建設

048-942-4109

草加市清門3-43-13

高吉設備

048-934-9748

草加市清門町596-106

有限会社双位建設

048-943-0423

草加市長栄3-35-6

有限会社里工業

048-946-6554

草加市長栄町149-33

長栄建設工業株式会社

048-930-5510

草加市長栄2-36-34

有限会社タクマ

048-944-5345

草加市花栗4-10-11

有限会社駒崎設備

048-924-4136

草加市氷川町818-3

新日本建設工業株式会社

048-923-2551

草加市氷川町2179-12

株式会社今泉水道

048-927-1010

草加市谷塚上町483-3

第一管工株式会社

048-922-9583

草加市谷塚町1442-12

株式会社ユーワテック

048-925-5613

草加市瀬崎6-18-18

株式会社ヒマワリ建設

0494-66-3061

秩父郡長瀞町長瀞851-11

株式会社ライフィット

04-7189-2921

千葉県我孫子市布佐3398

株式会社すいばと

047-358-6290

千葉県市川市河原18-7

有限会社石橋管工

047-172-4701

千葉県柏市増尾2-14-17

有限会社管設備工業

047-131-1507

千葉県柏市根戸467-1

株式会社篠原設備

04-7137-9241

千葉県柏市逆井4-25-59

有限会社豊永プランニング

043-488-3399

千葉県佐倉市ユーカリが丘6-8-1

池田建設工業株式会社

043-278-5157

千葉県千葉市美浜区真砂5-19-3

ウォーターワークス株式会社

047-456-7891

千葉県船橋市古和釜町497-6

有限会社ヤマコ工業

047-460-4010

千葉県船橋市宮本4-4-1

川口市指定給水装置工事事業者一覧表 市外
工事事業者名

電話

所在地

株式会社日栄エンジニアリングサービス

047-385-4615

千葉県松戸市串崎南町242

近代住機株式会社

047-348-9100

千葉県松戸市馬橋2851

有限会社クリア住設

03-3857-2190

東京都足立区入谷5-10-5

有限会社若林設備

03-3897-8660

東京都足立区鹿浜4-11-8

株式会社Aoba

03-5244-6386

東京都足立区千住1-24-3

株式会社大勝テック

03-3856-2870

東京都足立区西新井6-18-17

ＲＥ・ＢＯＸ株式会社

03-3884-7803

東京都足立区保木間2-11-1

株式会社大三

03-5831-1670

東京都足立区保木間2-13-7アイディ
パレス渕江１Ｆ

株式会社久保水道

03-3890-1220

東京都足立区舎人2-4-10

株式会社筑波汽缶

03-3892-6355

東京都荒川区町屋8-11-15

山一建設株式会社

03-3822-1234

東京都荒川区西日暮里4-12-10

有限会社紀の国屋住設

03-3938-5611

東京都板橋区赤塚4-31-3

有限会社加藤工業所

03-3960-4476

東京都板橋区泉町7-4

東立工業株式会社

03-5922-3800

東京都板橋区徳丸2-7-24

株式会社ホシナ設備

03-3932-3631

東京都板橋区徳丸5-12-1

栄幸建設工業株式会社

03-3936-8753

東京都板橋区徳丸6-13-12

有限会社大九

03-5902-6050

東京都江戸川区宇喜田町1448-5

須藤設備

03-5666-6567

東京都江戸川区南篠崎町2-31-17

株式会社生活水道センター

03-6746-1804

東京都大田区池上8-5-2

株式会社オーケー管理

03-6746-1813

東京都大田区池上8-5-2

株式会社エバジツ

03-3720-4161

東京都大田区北嶺町4-18

株式会社東和エンジニアリング

03-5856-2802

東京都葛飾区西亀有4-13-6

川口市指定給水装置工事事業者一覧表 市外
工事事業者名

電話

所在地

有限会社和伸工業

03-5948-0525

東京都北区赤羽西6-31-7

株式会社東京ピ－シ－

03-3960-5959

東京都北区浮間2-9-18

沖管工事株式会社

03-3910-5870

東京都北区西ヶ原2-44-10

堀井産業株式会社

03-3631-9243

東京都江東区猿江2-7-8

有限会社塙建設興業

042-461-8070

東京都小平市花小金井南町3-7-44

株式会社オアシスソリューション

03-5957-7581

東京都豊島区池袋2-23-21

株式会社ライフサポート

03-5778-4547

東京都渋谷区渋谷2-1-12

双藤設備工業所

03-6426-6881

東京都品川区荏原4-5-17-403

株式会社ジャパンリフォーム

03-3358-5666

東京都新宿区新宿1-17-3

旭化成ライフライン株式会社

03-5944-1235

東京都新宿区西新宿1-24-1

カンパネ株式会社

03-5610-7755

東京都墨田区石原1-26-1

株式会社水道サポートセンター

03-5935-7712

東京都墨田区業平2-13-8 1Ｆ

株式会社共同サービス

03-3410-6000

東京都世田谷区駒沢3-1-15

有限会社勝水道工業所

03-3873-7820

東京都台東区東浅草2-21-1

株式会社協同設備工業

042-540-2950

東京都立川市錦町3-6-16

株式会社富士興産

03-5916-4018

東京都千代田区神田和泉町1-10-1

日本総合住生活株式会社首都圏本部

03-6803-3600

東京都千代田区神田錦町1-9

株式会社ネクストイノベーション

0120-441-599

東京都中央区銀座3-13-4 真光ビル4
Ｆ-Ｂ

株式会社アステム

03-3639-3330

東京都中央区日本橋堀留町1-2-10

第一環境株式会社

03-6277-7750

東京都港区赤坂2-2-12

ホームライフパートナーズ株式会社

03-6868-6349

東京都中央区日本橋茅場町2-5-6

東京ガスエネルギー株式会社

03-6891-8300

東京都中央区日本橋浜町1-12-9

川口市指定給水装置工事事業者一覧表 市外
工事事業者名

電話

所在地

株式会社パイプ技研

03-5988-0300

東京都豊島区南長崎6-7-11

株式会社ホゼン

03-3590-5200

東京都豊島区南池袋2-34-5

トータル建設株式会社

03-5386-1525

東京都中野区東中野4-27-33

株式会社山田設備工業

042-421-1836

東京都西東京市北町2-9-15

岡田設備工業株式会社

03-3921-3061

東京都練馬区大泉学園町8-23-11

丸ノ内工業株式会社

03-5933-3001

東京都練馬区大泉町2-26-1

株式会社石井設備

03-3904-3101

東京都練馬区高野台2-9-8

有限会社東京総合企画

03-3993-6438

東京都練馬区豊玉北5-23-11

東京北研株式会社

03-5910-8211

東京都練馬区谷原2-6-38

株式会社伊藤住設

03-3921-5263

東京都練馬区西大泉1-15-8

株式会社振東工業

03-3990-7127

東京都練馬区富士見台3-23-3

株式会社東和商会

042-467-6767

東京都東久留米市前沢5-34-17

株式会社平成工業

042-392-3741

東京都東村山市多摩湖町3-5-12

株式会社積壱

042-399-3139

東京都東村山市秋津町1-24-4

株式会社武田設備工業

042-394-0238

東京都東村山市野口町3-28-17

株式会社村山設備工業

042-563-3053

東京都東大和市高木3-264-3

酒井工業株式会社

03-3943-3541

東京都文京区大塚6-11-12

株式会社泉屋工業所

03-3812-5261

東京都文京区春日2-13-4

株式会社エーワン

03-5805-2735

東京都文京区小石川5-30-7

株式会社総和プラント

03−3942−2281

東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒ
ルズ茗荷谷三階

株式会社皐月

042-363-2258

東京都府中市小柳町5-12-28

株式会社平工業所

03-3583-4935

東京都港区東麻布2-14-13
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工事事業者名
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有限会社水谷設備企画

042-944-4979

所沢市下安松502-7

アスカ住設合資会社

048-447-2483

戸田市大字新曽1178

積和建設東東京株式会社

048-434-0117

戸田市大字新曽1760番地2

株式会社エコモ

048-229-2551

戸田市喜沢1-24-37

株式会社金子建設

048-442-4176

戸田市喜沢2-37-10

株式会社水巧舎

048-422-4666

戸田市笹目1-18-8

株式会社市村設備機器

048-421-4137

戸田市笹目4-11-5

オリーブ設備

048-421-1023

戸田市笹目5-8-6

株式会社家善

048-487-9039

戸田市笹目6-5-31

株式会社えぐち

048-421-3665

戸田市笹目南町20-25

有限会社共栄尾﨑

048-441-5986

戸田市中町1-30-19

有限会社池田水道設備工業

048-442-3573

戸田市本町2-2-1

株式会社栗原水道

048-421-4395

戸田市美女木7-16-5

株式会社久保設備

029-648-6888

栃木県宇都宮市睦町10-15

株式会社磯野商事

048-478-2282

新座市池田2-2-35

有限会社福留設備工業

048-481-7476

新座市石神2-3-17

株式会社コスモ

048-482-7122

新座市片山1-15-4

横田設備工業株式会社 支店

048-479-9404

新座市片山1-15-31

有限会社小原設備工業

048-481-2312

新座市馬場1-9-29

株式会社埼京住設工業

048-481-8516

新座市馬場4-13-1

竹内住設

048-458-3335

新座市馬場4-7-17-206

株式会社総合設備オオタニ

048-479-8805

新座市堀ノ内2-3-18

川口市指定給水装置工事事業者一覧表 市外
工事事業者名

電話
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株式会社新成設備工業

048-489-5358

新座市本多1-14-57

有限会社平設備

0493-57-1157

比企郡滑川町伊古158-1

Ｋ設備

0493-54-6362

比企郡吉見町大字長谷722-20

有限会社大和建設

0493-53-1700

比企郡吉見町谷口126

テラルテクノサービス株式会社

084-955-1111

広島県福山市御幸町大字森脇230

株式会社アクアライン

082-502-6644

広島県広島市中区上八丁堀8-8第1ウ
エノヤビル6F

株式会社アクトプランニング

049-251-1001

富士見市鶴瀬東1-10-34

有限会社平成開発工業

049-255-0355

富士見市大字水子2855-1

株式会社吉元工務店

049-264-0855

ふじみ野市ふじみ野1-5-2

有限会社磐梯設備工業所

049-263-4614

ふじみ野市緑ヶ丘1-6-13

株式会社篠田設備

048-954-0212

三郷市仁蔵448-1

有限会社享和

0480-92-2345

南埼玉郡白岡町西4-11-20

株式会社山田設備工業

0480-92-2251

南埼玉郡白岡町西8-15-1

株式会社木村設備

0480-32-7788

南埼玉郡宮代町本田4-10-32

有限会社優輝設備

0480-33-5508

南埼玉郡宮代町本田5-9-20

株式会社岩崎設備

0480-35-0088

南埼玉郡宮代町百間3-9-24

有限会社小河原設備

0480-33-0391

南埼玉郡宮代町字姫宮375

株式会社市原水道興業

048-994-0255

八潮市八潮4-18-9

弘和工業株式会社

048-994-5236

八潮市大字大曽根1232-1

有限会社北立設備工業所

0489-82-7881

吉川市高富2-11-13

纏鷹建設株式会社

048-940-8136

吉川市川藤912-2

有限会社榎本設備工業

048-466-1915

和光市下新倉3-14-65

川口市指定給水装置工事事業者一覧表 市外
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ｉｐｅｘ株式会社

048-201-1557

和光市南1-13-2

有限会社エルマンホーム

048-444-8471

蕨市北町4-4-17

小林設備工業株式会社

048-431-5168

蕨市中央2-31-1

有限会社寺尾水道工業所

048-431-6260

蕨市中央4-6-15

株式会社アクアテック

048-444-1044

蕨市中央7-3-14

有限会社竹内設備

048-445-2243

蕨市中央7-51-10

ワラビ商工株式会社

048-441-4013

蕨市塚越6-13-5

株式会社桶倉工業

048-443-3166

蕨市錦町2-9-7

府瀬川設備株式会社

048-441-4082

蕨市南町3-19-5

