
小山市指定工事事業者一覧（50音順）

【2022年10月1日現在　 市内69社　市外199社　計268社】

 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

ア ㈲アイ企画 小山市大字南和泉1307-7 0285-28-3991

㈱アイダ設計 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-286 048-726-8613

㈲アイビーエー 佐野市田沼町1668 0283-62-1567

アイファースト㈱ 宇都宮市野沢町366-4 028-678-3700

青木鑿泉設備工業㈲ 栃木市藤岡町部屋2461 0282-67-2864

㈱アオケン 小山市大字迫間田493 0285-38-0702

㈱アクアライン 広島県広島市中区上八丁掘8-8 082-502-6644

㈱阿久津設備 宇都宮市大谷町1396-15 028-601-1702

浅香設備サービス㈲ 足利市新宿町778-3 0284-73-2203

アサヒ住建㈱ 埼玉県上尾市平塚2558-4 048-773-8513

㈱旭野組 小山市乙女2-23-33 0285-45-2121

㈱アスライブ 小山市粟宮1-9-9 0285-32-6350

㈱荒川設備工業 小山市城北6-25-18 0285-22-5432

アルプス設備工業㈱ 小山市大字神鳥谷221-2 0285-24-3322

安生設備工業 鹿沼市下日向412-1 0289-63-2496

イ ㈱飯島興産 茨城県猿島郡五霞町大字小福田1235-25 0280-84-4178

飯島電機㈱ 茨城県結城市結城8635-30 0296-32-5522

㈱イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3 06-7739-2525

㈱飯野 小山市八幡町2-2-2 0285-22-0076

㈲五十嵐工業 小山市花垣町1-13-57 0285-25-4473

伊澤建設㈲ 河内郡上三川町大字上三川3187 0285-56-6265

㈱石川工業 宇都宮市下桑島町1097-4 028-612-1838

㈲石川電機 栃木市藤岡町赤麻1299-5 0282-62-3020

石崎工業㈱ 小山市若木町3-20-50 0285-22-0966

石塚設備 栃木市藤岡町中根812-2 0282-67-3652

石原設備工業 下都賀郡壬生町国谷2003-1 0282-81-2701

伊瀨谷設備 宇都宮市江曽島本町3-14 028-658-1482

㈱板橋組 小山市城山町1-3-26 0285-22-2255

㈱伊藤ライニング 宇都宮市幕田町295-1 028-684-2511

㈱稲葉工業 茨城県結城市大字結城7188-12 0296-32-1412

㈱いなば住設 茨城県結城市大字小田林523-1 0296-32-2497

㈲猪瀬設備工業所 小山市大字南飯田289-107 0285-45-3051

入江工業 栃木市今泉町1-20-34 0282-25-2466

岩原産業㈱ 宇都宮市平出工業団地6-12 028-662-8441

ウ ㈱ウエキ設備 茨城県結城市大字結城9081-5 0296-32-4265

㈲上野管工 栃木市錦町11-22 0282-22-1620



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

ウエノ工業㈱ 真岡市亀山274 0285-82-1453

㈲上原さく泉工業 下都賀郡野木町大字潤島20-96 0280-55-0207

㈱ウォータープラニング 茨城県結城市大字結城429 0296-32-2515

潮田建設㈱ 小山市駅東通り2-39-11 0285-25-6756

薄根電機 芳賀郡益子町大字益子2898-1 0285-72-2184

エ ㈲海老原設備工業 下野市本吉田958 0285-48-5006

㈲ヱムワイ設備工業 宇都宮市西原2-2-9 028-634-4716

オ ㈲大垣 下野市石橋597-9 0285-53-0871

㈱オオガキ 宇都宮市中今泉3丁目15番28号 028-636-5884

㈱大垣設備 佐野市岩崎町765-1 0283-61-0225

㈲大島設備 下野市下古山690-1 0285-53-6503

㈲オオツカ 栃木市藤岡町藤岡1384 0282-62-2156

大塚産業㈱ 宇都宮市砥上町350-18 028-648-1518

㈲大塚屋 茨城県結城市大字結城563 0296-33-4126

㈱大橋設備 小山市大字粟宮1216-3 0285-45-3304

㈲大前設備 栃木市藤岡町大前39-1 0282-62-3173

㈱オカベ住設 佐野市大橋町3220-11 0283-23-5186

㈱岡村工業 茨城県古河市諸川1013-1 0290-23-5893

㈲岡村設備 下都賀郡野木町大字丸林615-3 0280-57-3377

㈱オジマテクノ 小山市乙女3-15-7 0285-45-0268

落合産業㈱ 栃木市樋ﾉ口町54-6 0282-23-8823

㈱オノザワ設備 栃木市岩舟町畳岡391-2 0282-55-4838

㈲小野住設 栃木市藤岡町赤麻3480-1 0282-62-2980

㈲オノデラ設備 茨城県古河市西町5-72 0280-22-0063

小山市管工事業協同組合 小山市大字渋井789-7 0285-23-4093

㈱小山水道工業所 小山市宮本町3-8-22 0285-22-1200

㈲小山総合設備 小山市大字松沼1124-5 0285-37-1617

カ ㈱柏渕空調設備 小山市大字上初田1112 0285-37-0401

㈲片庭設備 栃木市大平町伯仲1713-1 0282-43-4059

㈲かまひこ工業 宇都宮市花房1-13-15 028-307-7981

㈱川田組 鹿沼市茂呂2539-5 0289-76-1310

㈱川田住設 下都賀郡野木町大字川田585 0280-56-2284

キ ㈲キクチ設備 鹿沼市上石川1477-3 0289-76-2124

㈱菊地設備工業 宇都宮市下平出町161-1 028-666-5469

㈲キクチ設備工業 宇都宮市駒生町1181-9 028-652-0354

㈲木村金物店 茨城県筑西市寺上野1188-1 0296-52-1576

㈲木屋 下野市石橋420 0285-53-0107

㈱共栄配管 宇都宮市西川田町6-2 028-658-0502



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

協進設備工業㈱ 宇都宮市菊水町14-10 028-633-8381

ク ㈲グットライフ 小山市平和236-1 0285-45-8087

㈱熊谷工業 宇都宮市東峰町3059 028-661-9441

㈱クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 0120-500-500
連絡先栃木
支社

㈱倉持工業 宇都宮市弥生1-10-5 028-634-0414

㈲倉本設備 茨城県結城市大字結城8699-6 0296-32-4692

㈲栗崎建設 茨城県下妻市下妻丁204 0296-44-2596

ケ Ｋ設備 埼玉県比企郡吉見町大字長谷722-20 0493-54-6362

㈱県西アロ－住設 茨城県筑西市野殿1041-9 0296-24-0525

㈲見目設備工業 塩谷郡高根沢町大字太田1242 028-676-1926

コ コウエイ工業㈱ 下野市花の木1-2-4 0285-53-1883

㈱光辰工業 小山市大字平和361-3 0285-41-5225

㈲小金井電気商会 下野市柴763 0285-44-0157

㈱寿電気サービス 小山市犬塚3-26-11 0285-25-6211

小林工業㈲ 下都賀郡壬生町大字安塚1029 0282-86-0164

㈱小林鑿泉工業所 小山市大字寒川1715 0285-38-1845

小林設備㈲ 下都賀郡壬生町幸町4-2-13 0282-86-2932

小林設備 小山市大字南半田448-1 0285-23-7193

小林電機設備 小山市天神町2-8-55 0285-22-0826

㈱コボリライフ 宇都宮市富士見が丘3-26-5 028-627-4139

㈱ゴヨー 茨城県古河市仁連1903-2 0280-77-0105

サ ㈲斉藤設備工業 下都賀郡壬生町幸町2-20-5 0282-86-1336

㈱ザイマックス 東京都港区赤坂1丁目1番1号 03-5544-6600

坂井農機具店住宅設備部 小山市大字上泉185 0285-38-0062

㈱サカエ設備 茨城県下妻市江1703 0296-44-1714

㈱サカエ総合設備 佐野市中町1081-1 0283-84-3778

㈲坂本電機設備工業 下野市緑2-3290-16 0285-44-1143

さくら住設 栃木市大平町下皆川2009-7･B 0282-43-8992

佐瀬設備工業 栃木市岩舟町静和2384 0282-55-2629

㈱佐トウ設備 茨城県結城市結城9809-22

㈲佐藤電気 下野市柴456-3 0285-44-1250

㈱サニーハウス・アダチ 下野市小金井3009-61 0285-44-3252

㈱鮫島工業 日光市荊沢599 0288-22-0448

㈱サルカン 栃木市大平町榎本919-1 0282-43-6191

シ ㈱シー・アール・エス 足利市葉鹿町147-2 0284-62-5551

繁野設備 小山市大字寒川1438 0285-38-1100

㈱篠原総合設備 宇都宮市下荒針町3588-5 028-648-3306

㈲篠原土建工業 小山市大字三拝川岸233 0285-24-2586



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

島工務店 下都賀郡野木町大字丸林228番地2 080-1184-2415

しもつけ設備㈱ 下野市仁良川1571-45-52街区17 028-539-6359

正英設備 茨城県古河市恩名1199 0280-78-1766

城南安全設備㈱ 茨城県結城市北南茂呂920 0296-35-1244

㈲　シライシ 栃木市藤岡町都賀1771-3 0282-62-3360

㈱白沢設備 小山市天神町1-4-48 0285-23-2749

仁愛工房 下野市国分寺1030-5 0285-38-7231

㈱シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町2-4-3ｱｲｴｽﾋﾞﾙ9F 06-6944-7797

㈱シンエイ企業 宇都宮市平松町871-4 028-636-4339

真栄設備㈱ 茨城県筑西市辻2232-2 0296-37-7884

㈲神生工業 茨城県結城市大字結城9265-2 0296-32-7156

シンセイ設備サービス 小山市大字間中1353-1 0285-33-3120

神保設備 茨城県結城市大字結城7322-2 0296-33-4785

㈱新和コ－ポレ－ション 茨城県筑西市折本333-24 0296-24-5673

ス ㈲水工設備 小山市犬塚7-20-1 0285-27-3922

㈱スイドウサービス 大阪府大阪市城東区野江4-1-8-402 06-6991-6767

水道設備工事スズショウ 小山市西城南7-13-22 0285-27-3546

㈱須賀建設 小山市大字下初田1011 0285-37-1059

鈴木工業㈱ 小山市大字粟宮496-3 0285-45-5335

鈴木産業㈱ 足利市助戸1-593 0284-42-6111

㈲鈴木住宅設備サービス 小山市大字羽川113-6 0285-25-3423

㈱スズテック 小山市大字南半田492-7 0285-24-1048

㈲須藤設備工業 佐野市伊勢山町1015-2 0283-23-6438

㈱スミチ工業 小山市萱橋1117 0285-39-2732

㈲諏訪設備工業 下都賀郡野木町大字南赤塚900-3 0280-56-1322

セ ㈱生活水道センター 東京都大田区池上8-5-2 03-6746-1825

西武エンジニアリング 宇都宮市滝谷町15-11 1F 028-306-2892

㈱青和 宇都宮市台新田1丁目18番4号 028-659-1112

㈲関口設備工業 栃木市新井町675 0282-24-2325

セキ設備建設㈱ 茨城県古河市南町1-18 0280-32-7663

㈲セキネ設備工業 栃木市都賀町木347-2 0282-27-7005

㈲関根総合設備 栃木市大皆川町426-1 0282-22-1937

積和建設埼玉栃木㈱ 埼玉県さいたま市見沼区東大宮六丁目14番地10 0285-45-1081
連絡先：小
山支店

㈱セバタ 茨城県筑西市横塚1371-4 0296-47-3412

㈱セブン 茨城県筑西市羽方931 0296-21-0006

ソ ㈲総合住宅設備 宇都宮市鶴田2-16-2 028-648-4160

双進設備㈲ 宇都宮市古田町714-2 028-672-1363

㈲早乙女管工 栃木市昭和町5-14 0282-22-3015



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

㈲総和住設 塩谷郡高根沢町光陽台3-12-3 028-680-1153

タ ㈱大栄工業 栃木市藤岡町藤岡4197-1 0282-62-4926

タイガー設備工業 さくら市鷲宿3907-9 028-686-4431

㈱大幸工業 茨城県結城市大字結城13711 0296-33-5389

大正設備工業 栃木市岩舟町新里1320 0282-55-4306

大成設備工業 小山市東城南4-12-24 0285-27-7088

ダイセーEｘｔ㈱ 茨城県古河市磯部540-1 0280-92-2642

大勇工業 茨城県古河市中央町3-12-39 0280-22-5417

大洋設備㈱ 小山市大字島田101-1 0285-37-0896

㈱タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目4番1号 093-962-0941

㈲高久設備 栃木市仲方町141-14 0282-31-1070

㈲髙工設備工業 宇都宮市新里町丁1182-8 028-665-0843

高全工業㈲ 宇都宮市東谷町84-6 028-655-2321

㈱タカハシ 小山市犬塚2-2-5 0285-22-2485

高橋工業 茨城県古河市下辺見2684 0280-32-2915

滝沢設備 茨城県結城市大字結城6960-3 0296-33-5171

滝本設備 茨城県結城市大字結城7014-10 0296-32-7230

㈱拓進工業 小山市西城南4-31-1 0285-27-3250

竹沢総合設備 藤岡町冨吉1564 0282-67-3373

㈲タケシ工業 小山市大字神鳥谷291-1 0285-23-3592

竹野管工 茨城県古河市諸川890-4 0280-77-0319

㈲舘野商店 茨城県古河市小堤252-6 0280-98-3804

㈱タナカ石油ガス 小山市乙女3-24-28 0285-45-0052

㈲田村金物商店 栃木市境町12-12 0282-22-0729

チ ㈲中央住宅設備 茨城県古河市関戸1745 0280-98-3141

中心建設 小山市大字東山田448-365 0285-49-0398

㈱長工業 小山市大字羽川484-4 0285-22-4804

㈲長電気工事店 小山市大字羽川211-9 0285-25-1286

ツ 塚田商事 小山市今里60番地2 0285-37-0361

㈱蔦工務店 小山市大字喜沢813-4 0285-22-1199

㈱鶴見電機 小山市大字粟宮858-4 0285-22-2734

テ ㈱T-プラント 宇都宮市下桑島町1130-5 028-616-3665

㈲テクトメンテナンス 宇都宮市鶴田町356-1 RDK第一ﾋﾞﾙ102
指定訪問先
のみ対応

㈱輝工業 宇都宮市御幸ヶ原町34-4 028-663-3232

ト 東栄設備工業㈱ 宇都宮市今泉町445 028-621-8370

東京北研㈱ 東京都練馬区谷原2-6-38 03-5910-8211

㈱東野 茨城県東茨城郡茨城町長岡3523-37 029-297-4823

㈱東部興業 河内郡上三川町大字東蓼沼156 0285-56-2509



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

㈱東峯設備 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2丁目45番地9 0282-25-6640
連絡先：栃
木支店

㈱東芳リビングプランガイド 芳賀郡市貝町大字多田羅465-1 0285-68-1386

㈲東洋工業 茨城県筑西市幸町2-29-10 0296-28-6036

㈲トーセツ 栃木市川原田町298-6 0282-22-8648

㈱トチナン 小山市大字乙女1339 0285-45-8352

㈲豊田鑿泉工業 小山市大字黒本299-2 0285-37-0898

ナ ㈱永井設備工業 小山市犬塚4-11-15 0285-23-0202

永井設備工業 茨城県古河市尾崎2071-5 0280-76-9050

㈲長澤設備 埼玉県加須市栄1839 0280-62-1420

㈱ナカセツ 茨城県筑西市岡芹957 0296-47-3450

㈲中村設備 栃木市大平町西水代1781 0282-43-3901

㈱仲山住設 茨城県筑西市舟生277-4 0296-37-4256

㈱中山設備機器 小山市大字中久喜198 0285-22-1865

㈲ナマイ 茨城県結城市大字田間1454-5 0296-35-0277

ナルセ工業設備 小山市乙女3-23-20 0285-45-8327

㈱南場設備 宇都宮市上桑島町1476-3 028-656-8934

ニ ㈱西浦工業 宇都宮市鶴田町217ｰ11 028-648-0412

西部商店 栃木市都賀町家中5963-6 0282-27-7585

西村工業 下野市柴122-6 0285-40-5944

ノ ㈲野沢住設工業 河内郡上三川町大字西蓼沼707-10 0285-56-0923

信末設備工業 小山市大字乙女447 0285-45-0169

㈲ノマタ電機空調サービス 小山市大字東野田1411-4 0285-27-8133

ハ 橋本設備㈱ 小山市中央町2-7-21 0285-25-1589

㈲橋本設備工事 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀3706 0276-88-4060

㈲長谷川工業 鹿沼市加園549-5 0289-62-9489

㈲馬場鑿泉工業 下都賀郡壬生町大字藤井130 0282-82-2265

㈱半田電光 小山市大字間々田1284 0285-45-0150

ヒ ヒアサ設備 小山市西城南4-17-18 0285-39-8170

㈲東日本浄化槽管理センタ－ 小山市神鳥谷2-1-15 0285-23-3540

㈲日向野設備工業 栃木市錦町7-10 0282-22-3349

㈱ヒタチ設備 小山市駅東通り2-35-10 0285-25-0882

㈲日野設備管工 栃木市万町29-22 0282-22-4774

平井工業㈱ 茨城県古河市桜町9-2 0280-22-5181

㈱広野冷熱工業 宇都宮市宝木本町1140-70 028-665-3356

フ ㈱フジコー 茨城県水戸市浜田1-19-13 029-221-8700

冨士桜設備工業 茨城県下妻市高道祖4218-33 0120-34-7776

㈲藤沢設備工業 真岡市高勢町3-115 0285-84-1689

富士商会 下都賀郡野木町大字南赤塚1170-13 0280-56-1400



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

㈲藤沼建設 下野市仁良川1613-2 0285-37-7650

㈲伏木綜合設備 小山市城北4-37-19 0285-23-6727

㈱プロテック 茨城県古河市女沼46-3 0280-92-9500

ヘ ㈲平成スマイル設備工業 宇都宮市今宮2-17-1 028-645-9671

ホ 北斗管工㈱ 宇都宮市茂原2-12-28 028-653-7391

細谷設備工業 真岡市高勢町2-248-4 0285-82-8766

堀江工業㈲ 宇都宮市山本町372-1 028-627-0660

マ ㈱増渕組 宇都宮市梁瀬町2500-15 0285-23-1961

㈱松浦住宅設備 小山市西城南2-30-2 0285-31-3078

㈲マルキ設備農機具 下野市柴7番地7 0285-44-2377

㈲松目設備 下都賀郡野木町友沼5912番地3 0280-56-0036

㈲松本管工設備 下都賀郡壬生町元町8-24 0282-82-0877

ミ ㈲みずほ設備 栃木市大平町土与86-2 0282-23-3230

㈲三田建設工業 茨城県筑西市海老ｹ島1119番地 0296-52-8221

㈱ミヤタ 茨城県結城市大字結城9875 0296-32-7194

㈲宮田機械店 茨城県筑西市関本中109 0296-37-6726

メ ㈲明和設備工業 河内郡上三川町大字上三川4799-1 0285-56-2239

モ ㈲本島産業 佐野市田沼町1537 0283-62-1456

㈱モロエ設備 茨城県筑西市飯島273-1 0296-28-8785

ヤ ㈱柳田商会 河内郡上三川町大字上蒲生23 0285-56-2162

㈲柳田設備工業 茨城県筑西市桑山1999-3 0296-57-9221

㈱ヤナシマ 茨城県下妻市下木戸343-1 0296-43-6271

山さく建工㈱ 小山市大字塚崎1414 0285-27-1071

㈲山中鑿泉工業 小山市大字塚崎1073-1 0285-27-2837

㈱山中設備工業 栃木市大平町北武井498-2 0282-23-3719

山中設備工業 茨城県結城市大字矢畑139-1 0296-35-4012

ユ ㈱ユタカ設備工業 栃木市藤岡町都賀459 0282-62-4781

ヨ ㈲横田設備 小山市城山町3-17-11 0285-22-1809

横山工業㈱ 宇都宮市中久保1-10-15 028-661-0015

㈱横山設備 鹿沼市茂呂2590-5 0289-74-7605

葭葉設備工業㈱　 下野市下坪山1679 0285-48-0845

㈲吉森 小山市大字南和泉1308 0285-27-1399

ラ ㈱ライフエナジー 東京都千代田区平河町1-6-15 usﾋﾞﾙ8F 0120-033-003

㈱ライフレッシュイワタ 茨城県結城市大字上山川乙206-5 0296-32-7810

レ ㈱令和水工 宇都宮市上欠町1287-70 028-612-8209

ワ 若目田設備㈲ 宇都宮市鐺山町622-1 028-670-6400

和工業㈱ 小山市大字横倉800番地2 0285-29-0039

和田工業㈱ 宇都宮市今泉町21 028-621-0511



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

㈱渡辺管工 小山市東間々田2-20-47 0285-45-0326

渡辺工業㈱ 茨城県桜川市友部999 0296-75-5421

渡辺設備工業所 小山市大字下生井1535 0280-55-1098

ワタレイ㈱ 栃木市皆川城内2989-14 0282-30-1711


