
小山市指定工事事業者一覧（住所順）
【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

㈲五十嵐工業 栃木県 小山市 花垣町１－１３－５７ 0285-25-4473

石崎工業㈱ 栃木県 小山市 若木町３－２０－５０ 0285-22-0966

㈱板橋組 栃木県 小山市 城山町１－３－２６ 0285-22-2255

㈲横田設備 栃木県 小山市 城山町３－１７－１１ 0285-22-1809

橋本設備㈱ 栃木県 小山市 中央町２－７－２１ 0285-25-1589

㈱飯野 栃木県 小山市 八幡町２－２－２ 0285-22-0076

㈱小山水道工業所 栃木県 小山市 宮本町３－８－２２ 0285-22-1200

㈱白沢設備 栃木県 小山市 天神町１－４－４８ 0285-23-2749

小林電機設備 栃木県 小山市 天神町２－８－５５ 0285-22-0826

アルプス設備工業㈱ 栃木県 小山市 大字神鳥谷２２１－２ 0285-24-3322

㈲タケシ工業 栃木県 小山市 大字神鳥谷２９１－１ 0285-23-3592

㈱中山設備機器 栃木県 小山市 大字中久喜１９８ 0285-22-1865

㈲山中鑿泉工業 栃木県 小山市 大字塚崎１０７３－１ 0285-27-2837

山さく建工㈱ 栃木県 小山市 大字塚崎１４１４ 0285-27-1071

㈲水工設備 栃木県 小山市 犬塚７－２０－１ 0285-27-3922

㈱松浦住宅設備 栃木県 小山市 西城南２－３０－２ 0285-31-3078

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

㈲アイ企画 栃木県 小山市 大字南和泉１３０７－７ 0285-28-3991

㈲吉森 栃木県 小山市 大字南和泉１３０８ 0285-27-1399

㈱ヒタチ設備 栃木県 小山市 駅東通り２－３５－１０ 0285-25-0882

潮田建設㈱ 栃木県 小山市 駅東通り２－３９－１１ 0285-25-6756

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

大成設備工業 栃木県 小山市 東城南４－１２－２４ 0285-27-7088

㈱アスライブ 栃木県 小山市 粟宮1-9-9 0285-32-6350

ヒアサ設備 栃木県 小山市 西城南４－１７－１８ 0285-39-8170

㈱拓進工業 栃木県 小山市 西城南４－３１－１ 0285-27-3250

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

㈱タカハシ 栃木県 小山市 犬塚２－２－５ 0285-22-2485

㈱寿電気サービス 栃木県 小山市 犬塚３－２６－１１ 0285-25-6211

㈱永井設備工業 栃木県 小山市 犬塚４－１１－１５ 0285-23-0202

㈲伏木綜合設備 栃木県 小山市 城北４－３７－１９ 0285-23-6727

㈱荒川設備工業 栃木県 小山市 城北６－２５－１８ 0285-22-5432

㈱半田電光 栃木県 小山市 大字間々田１２８４ 0285-45-0150

㈱大橋設備 栃木県 小山市 大字粟宮１２１６－３ 0285-45-3304

鈴木工業㈱ 栃木県 小山市 大字粟宮４９６－３ 0285-45-5335

㈱鶴見電機 栃木県 小山市 大字粟宮８５８－４ 0285-22-2734

和工業㈱ 栃木県 小山市 大字横倉800番地2 0285-29-0039

㈲猪瀬設備工業所 栃木県 小山市 大字南飯田２８９－１０７ 0285-45-3051

㈱光辰工業 栃木県 小山市 大字平和３６１－３ 0285-41-5225



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

㈱トチナン 栃木県 小山市 大字乙女１３３９ 0285-45-8352

信末設備工業 栃木県 小山市 大字乙女４４７ 0285-45-0169

渡辺設備工業所 栃木県 小山市 大字下生井１５３５ 0280-55-1098

繁野設備 栃木県 小山市 大字寒川１４３８ 0285-38-1100

㈱小林鑿泉工業所 栃木県 小山市 大字寒川１７１５ 0285-38-1845

㈱アオケン 栃木県 小山市 大字迫間田493 0285-38-0702

㈱旭野組 栃木県 小山市 乙女２－２３－３３ 0285-45-2121

㈲グットライフ 栃木県 小山市 平和２３６－１ 0285-45-8087

㈱オジマテクノ 栃木県 小山市 乙女３－１５－７ 0285-45-0268

ナルセ工業設備 栃木県 小山市 乙女３－２３－２０ 0285-45-8327

㈱タナカ石油ガス 栃木県 小山市 乙女３－２４－２８ 0285-45-0052

㈱渡辺管工 栃木県 小山市 東間々田２－２０－４７ 0285-45-0326

㈲豊田鑿泉工業 栃木県 小山市 大字黒本２９９－２ 0285-37-0898

大洋設備㈱ 栃木県 小山市 大字島田１０１－１ 0285-37-0896

小山市管工事業協同組合 栃木県 小山市 大字渋井７８９－７ 0285-23-4093

㈱柏渕空調設備 栃木県 小山市 大字上初田１１１２ 0285-37-0401

㈲小山総合設備 栃木県 小山市 大字松沼１１２４－５ 0285-37-1617

坂井農機具店住宅設備部 栃木県 小山市 大字上泉１８５ 0285-38-0062

㈱須賀建設 栃木県 小山市 大字下初田１０１１ 0285-37-1059

シンセイ設備サービス 栃木県 小山市 大字間中１３５３－１ 0285-33-3120

㈱蔦工務店 栃木県 小山市 大字喜沢８１３－４ 0285-22-1199

㈲篠原土建工業 栃木県 小山市 大字三拝川岸２３３ 0285-24-2586

小林設備 栃木県 小山市 大字南半田４４８－１ 0285-23-7193

㈱スズテック 栃木県 小山市 大字南半田４９２－７ 0285-24-1048

㈲鈴木住宅設備サービス 栃木県 小山市 大字羽川１１３－６ 0285-25-3423

㈲長電気工事店 栃木県 小山市 大字羽川２１１－９ 0285-25-1286

㈱長工業 栃木県 小山市 大字羽川４８４－４ 0285-22-4804

中心建設 栃木県 小山市 大字東山田４４８－３６５ 0285-49-0398

㈱スミチ工業 栃木県 小山市 萱橋１１１７ 0285-39-2732

塚田商事 栃木県 小山市 今里60番地2 0285-37-0361

浅香設備サービス㈲ 栃木県 足利市 新宿町７７８－３ 0284-73-2203

鈴木産業㈱ 栃木県 足利市 助戸１－５９３ 0284-42-6111

㈱シー・アール・エス 栃木県 足利市 葉鹿町１４７－２ 0284-62-5551

和田工業㈱ 栃木県 宇都宮市 今泉町２１ 028-621-0511

東栄設備工業㈱ 栃木県 宇都宮市 今泉町４４５ 028-621-8370

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

伊瀨谷設備 栃木県 宇都宮市 江曽島本町3-14 028-658-1482

㈱阿久津設備 栃木県 宇都宮市 大谷町１３９６－１５ 028-601-1702

㈱令和水工 栃木県 宇都宮市 上欠町1287-70 028-612-8209

㈱南場設備 栃木県 宇都宮市 上桑島町１４７６－３ 028-656-8934

協進設備工業㈱ 栃木県 宇都宮市 菊水町１４－１０ 028-633-8381



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

若目田設備㈲ 栃木県 宇都宮市 鐺山町６２２－１ 028-670-6400

㈲キクチ設備工業 栃木県 宇都宮市 駒生町１１８１－９ 028-652-0354

㈱篠原総合設備 栃木県 宇都宮市 下荒針町３５８８－５ 028-648-3306

㈱石川工業 栃木県 宇都宮市 下桑島町１０９７－４ 028-612-1838

㈱T-プラント 栃木県 宇都宮市 下桑島町1130-5 028-616-3665

㈱菊地設備工業 栃木県 宇都宮市 下平出町１６１－１ 028-666-5469

㈱青和 栃木県 宇都宮市 台新田1丁目18番4号 028-659-1112

㈱広野冷熱工業 栃木県 宇都宮市 宝木本町１１４０－７０ 028-665-3356

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

㈲総合住宅設備 栃木県 宇都宮市 鶴田２－１６－２ 028-648-4160

㈱西浦工業 栃木県 宇都宮市 鶴田町２１７ー１１ 028-648-0412

㈲テクトメンテナンス 栃木県 宇都宮市 鶴田町356-1　RDK第一ビル102 指定訪問先のみ対応

高全工業㈲ 栃木県 宇都宮市 東谷町８４－６ 028-655-2321

大塚産業㈱ 栃木県 宇都宮市 砥上町３５０－１８ 028-648-1518

㈱オオガキ 栃木県 宇都宮市 中今泉3丁目15番28号 028-636-5884

横山工業㈱ 栃木県 宇都宮市 中久保１－１０－１５ 028-661-0015

㈲髙工設備工業 栃木県 宇都宮市 新里町丁１１８２－８ 028-665-0843

㈱共栄配管 栃木県 宇都宮市 西川田町６－２ 028-658-0502

㈲ヱムワイ設備工業 栃木県 宇都宮市 西原２－２－９ 028-634-4716

アイファースト㈱ 栃木県 宇都宮市 野沢町366-4 028-678-3700

㈲かまひこ工業 栃木県 宇都宮市 花房１－１３－１５ 028-307-7981

㈱増渕組 栃木県 宇都宮市 梁瀬町２５００－１５ 0285-23-1961

㈱熊谷工業 栃木県 宇都宮市 東峰町３０５９ 028-661-9441

岩原産業㈱ 栃木県 宇都宮市 平出工業団地６－１２ 028-662-8441

㈱シンエイ企業 栃木県 宇都宮市 平松町８７１－４ 028-636-4339

㈱コボリライフ 栃木県 宇都宮市 富士見が丘３－２６－５ 028-627-4139

双進設備㈲ 栃木県 宇都宮市 古田町７１４－２ 028-672-1363

㈱伊藤ライニング 栃木県 宇都宮市 幕田町２９５－１ 028-684-2511

㈱輝工業 栃木県 宇都宮市 御幸ヶ原町３４－４ 028-663-3232

北斗管工㈱ 栃木県 宇都宮市 茂原２－１２－２８ 028-653-7391

堀江工業㈲ 栃木県 宇都宮市 山本町３７２－１ 028-627-0660

㈱倉持工業 栃木県 宇都宮市 弥生１－１０－５ 028-634-0414

㈲長谷川工業 栃木県 鹿沼市 加園549-5 0289-62-9489

㈲キクチ設備 栃木県 鹿沼市 上石川１４７７－３ 0289-76-2124

安生設備工業 栃木県 鹿沼市 下日向４１２－１ 0289-63-2496

㈱川田組 栃木県 鹿沼市 茂呂２５３９－５ 0289-76-1310

㈱横山設備 栃木県 鹿沼市 茂呂2590-5 0289-74-7605

㈱柳田商会 栃木県 河内郡 上三川町大字上蒲生２３ 0285-56-2162

伊澤建設㈲ 栃木県 河内郡 上三川町大字上三川３１８７ 0285-56-6265

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

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



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

㈱東部興業 栃木県 河内郡 上三川町大字東蓼沼１５６ 0285-56-2509

タイガー設備工業 栃木県 さくら市 鷲宿３９０７－９ 028-686-4431

㈲須藤設備工業 栃木県 佐野市 伊勢山町１０１５－２ 0283-23-6438

㈱大垣設備 栃木県 佐野市 岩崎町７６５－１ 0283-61-0225

㈱オカベ住設 栃木県 佐野市 大橋町３２２０－１１ 0283-23-5186

㈲本島産業 栃木県 佐野市 田沼町１５３７ 0283-62-1456

㈲アイビーエー 栃木県 佐野市 田沼町１６６８ 0283-62-1567

㈱サカエ総合設備 栃木県 佐野市 中町１０８１－１ 0283-84-3778

㈲総和住設 栃木県 塩谷郡 高根沢町光陽台３－１２－３ 028-680-1153

㈲見目設備工業 栃木県 塩谷郡 高根沢町大字太田１２４２ 028-676-1926

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

㈱川田住設 栃木県 下都賀郡 野木町大字川田５８５ 0280-56-2284

島工務店 栃木県 下都賀郡 野木町大字丸林２２８番地２ 080-1184-2415

㈲岡村設備 栃木県 下都賀郡 野木町大字丸林６１５－３ 0280-57-3377

富士商会 栃木県 下都賀郡 野木町大字南赤塚１１７０－１３ 0280-56-1400

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

㈲松目設備 栃木県 下都賀郡 野木町友沼5912番地3 0280-56-0036

㈲馬場鑿泉工業 栃木県 下都賀郡 壬生町大字藤井130 0282-82-2265

小林工業㈲ 栃木県 下都賀郡 壬生町大字安塚１０２９ 0282-86-0164

石原設備工業 栃木県 下都賀郡 壬生町国谷２００３－１ 0282-81-2701

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

小林設備㈲ 栃木県 下都賀郡 壬生町幸町４－２－１３ 0282-86-2932

㈲松本管工設備 栃木県 下都賀郡 壬生町元町８－２４ 0282-82-0877

㈲木屋 栃木県 下野市 石橋４２０ 0285-53-0107

㈲大垣 栃木県 下野市 石橋５９７－９ 0285-53-0871

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

仁愛工房 栃木県 下野市 国分寺１０３０－５ 0285-38-7231

西村工業 栃木県 下野市 柴122-6 0285-40-5944

㈲佐藤電気 栃木県 下野市 柴４５６－３ 0285-44-1250

㈲小金井電気商会 栃木県 下野市 柴７６３ 0285-44-0157

㈲マルキ設備農機具 栃木県 下野市 柴7番地7 0285-44-2377

㈲大島設備 栃木県 下野市 下古山６９０－１ 0285-53-6503

葭葉設備工業㈱　 栃木県 下野市 下坪山１６７９ 0285-48-0845

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

㈲藤沼建設 栃木県 下野市 仁良川１６１３－２ 0285-37-7650

コウエイ工業㈱ 栃木県 下野市 花の木１－２－４ 0285-53-1883

㈲坂本電機設備工業 栃木県 下野市 緑２－３２９０－１６ 0285-44-1143

㈲海老原設備工業 栃木県 下野市 本吉田９５８ 0285-48-5006

㈲関口設備工業 栃木県 栃木市 新井町６７５ 0282-24-2325

入江工業 栃木県 栃木市 今泉町１－２０－３４ 0282-25-2466

佐瀬設備工業 栃木県 栃木市 岩舟町静和２３８４ 0282-55-2629



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

㈱オノザワ設備 栃木県 栃木市 岩舟町畳岡３９１－２ 0282-55-4838

大正設備工業 栃木県 栃木市 岩舟町新里１３２０ 0282-55-4306

㈱サルカン 栃木県 栃木市 大平町榎本９１９－１ 0282-43-6191

㈱山中設備工業 栃木県 栃木市 大平町北武井４９８－２ 0282-23-3719

さくら住設 栃木県 栃木市 大平町下皆川２００９－７・Ｂ 0282-43-8992

㈲みずほ設備 栃木県 栃木市 大平町土与８６－２ 0282-23-3230

㈲中村設備 栃木県 栃木市 大平町西水代１７８１ 0282-43-3901

㈲片庭設備 栃木県 栃木市 大平町伯仲１７１３－１ 0282-43-4059

㈲関根総合設備 栃木県 栃木市 大皆川町４２６－１ 0282-22-1937

㈲トーセツ 栃木県 栃木市 川原田町２９８－６ 0282-22-8648

㈲田村金物商店 栃木県 栃木市 境町１２－１２ 0282-22-0729

㈲早乙女管工 栃木県 栃木市 昭和町５－１４ 0282-22-3015

西部商店 栃木県 栃木市 都賀町家中５９６３－６ 0282-27-7585

㈲セキネ設備工業 栃木県 栃木市 都賀町木３４７－２ 0282-27-7005

㈲高久設備 栃木県 栃木市 仲方町１４１－１４ 0282-31-1070

㈲上野管工 栃木県 栃木市 錦町１１－２２ 0282-22-1620

㈲日向野設備工業 栃木県 栃木市 錦町７－１０ 0282-22-3349

落合産業㈱ 栃木県 栃木市 樋ノ口町５４－６ 0282-23-8823

㈲石川電機 栃木県 栃木市 藤岡町赤麻１２９９－５ 0282-62-3020

㈲小野住設 栃木県 栃木市 藤岡町赤麻３４８０－１ 0282-62-2980

㈲大前設備 栃木県 栃木市 藤岡町大前３９－１ 0282-62-3173

㈲　シライシ 栃木県 栃木市 藤岡町都賀１７７１－３ 0282-62-3360

㈱ユタカ設備工業 栃木県 栃木市 藤岡町都賀４５９ 0282-62-4781

石塚設備 栃木県 栃木市 藤岡町中根８１２－２ 0282-67-3652

㈲オオツカ 栃木県 栃木市 藤岡町藤岡１３８４ 0282-62-2156

㈱大栄工業 栃木県 栃木市 藤岡町藤岡4197-1 0282-62-4926

青木鑿泉設備工業㈲ 栃木県 栃木市 藤岡町部屋２４６１ 0282-67-2864

ワタレイ㈱ 栃木県 栃木市 皆川城内２９８９－１４ 0282-30-1711

㈲日野設備管工 栃木県 栃木市 万町２９－２２ 0282-22-4774

㈱鮫島工業 栃木県 日光市 荊沢５９９ 0288-22-0448

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

薄根電機 栃木県 芳賀郡 益子町大字益子２８９８－１ 0285-72-2184

竹沢総合設備 栃木県 藤岡町 冨吉1564 0282-67-3373

細谷設備工業 栃木県 真岡市 高勢町２－２４８－４ 0285-82-8766

㈲藤沢設備工業 栃木県 真岡市 高勢町３－１１５ 0285-84-1689

ウエノ工業㈱ 栃木県 真岡市 亀山２７４ 0285-82-1453

ダイセーEｘｔ㈱ 茨城県 古河市 磯部５４０－１ 0280-92-2642

永井設備工業 茨城県 古河市 尾崎２０７１－５ 0280-76-9050

㈱プロテック 茨城県 古河市 女沼４６－３ 0280-92-9500

正英設備 茨城県 古河市 恩名１１９９ 0280-78-1766

㈲舘野商店 茨城県 古河市 小堤２５２－６ 0280-98-3804



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

平井工業㈱ 茨城県 古河市 桜町9-2 0280-22-5181

高橋工業 茨城県 古河市 下辺見２６８４ 0280-32-2915

㈲中央住宅設備 茨城県 古河市 関戸１７４５ 0280-98-3141

大勇工業 茨城県 古河市 中央町３－１２－３９ 0280-22-5417

㈲オノデラ設備 茨城県 古河市 西町５－７２ 0280-22-0063

㈱ゴヨー 茨城県 古河市 仁連１９０３－２ 0280-77-0105

セキ設備建設㈱ 茨城県 古河市 南町１－１８ 0280-32-7663

㈱岡村工業 茨城県 古河市 諸川１０１３－１ 0290-23-5893

竹野管工 茨城県 古河市 諸川８９０－４ 0280-77-0319

渡辺工業㈱ 茨城県 桜川市 友部９９９ 0296-75-5421

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

㈱サカエ設備 茨城県 下妻市 江１７０３ 0296-44-1714

㈱ヤナシマ 茨城県 下妻市 下木戸３４３－１ 0296-43-6271

㈲栗崎建設 茨城県 下妻市 下妻丁２０４ 0296-44-2596

冨士桜設備工業 茨城県 下妻市 高道祖４２１８－３３ 0120-34-7776

㈱モロエ設備 茨城県 筑西市 飯島２７３－１ 0296-28-8785

㈲三田建設工業 茨城県 筑西市 海老ケ島1119番地 0296-52-8221

㈱ナカセツ 茨城県 筑西市 岡芹９５７ 0296-47-3450

㈲柳田設備工業 茨城県 筑西市 桑山１９９９－３ 0296-57-9221

㈲東洋工業 茨城県 筑西市 幸町２－２９－１０ 0296-28-6036

㈲宮田機械店 茨城県 筑西市 関本中109 0296-37-6726

㈲木村金物店 茨城県 筑西市 寺上野１１８８－１ 0296-52-1576

㈱セブン 茨城県 筑西市 羽方９３１ 0296-21-0006

㈱セバタ 茨城県 筑西市 横塚1371-4 0296-47-3412

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

真栄設備㈱ 茨城県 筑西市 辻２２３２－２ 0296-37-7884

㈱県西アロ－住設 茨城県 筑西市 野殿１０４１－９ 0296-24-0525

㈱仲山住設 茨城県 筑西市 舟生２７７－４ 0296-37-4256

㈱東野 茨城県 東茨城郡 茨城町長岡3523-37 029-297-4823

㈱フジコー 茨城県 水戸市 浜田１－１９－１３ 029-221-8700

㈱いなば住設 茨城県 結城市 大字小田林５２３－１ 0296-32-2497

㈱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

㈲ナマイ 茨城県 結城市 大字田間１４５４－５ 0296-35-0277

山中設備工業 茨城県 結城市 大字矢畑１３９－１ 0296-35-4012

㈱大幸工業 茨城県 結城市 大字結城１３７１１ 0296-33-5389

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

㈲大塚屋 茨城県 結城市 大字結城５６３ 0296-33-4126

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

㈱稲葉工業 茨城県 結城市 大字結城７１８８－１２ 0296-32-1412

神保設備 茨城県 結城市 大字結城７３２２－２ 0296-33-4785



 指定工事事業者名称  所在地 電話番号 備考

㈲倉本設備 茨城県 結城市 大字結城８６９９－６ 0296-32-4692

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

㈲神生工業 茨城県 結城市 大字結城９２６５－２ 0296-32-7156

㈱ミヤタ 茨城県 結城市 大字結城９８７５ 0296-32-7194

城南安全設備㈱ 茨城県 結城市 北南茂呂９２０ 0296-35-1244

飯島電機㈱ 茨城県 結城市 結城8635-30 0296-32-5522

㈱佐トウ設備 茨城県 結城市 結城9809-22

㈱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

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

㈱シンエイ 大阪府 大阪市 中央区谷町2-4-3アイエスビル9F 06-6944-7797

㈱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

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

アサヒ住建㈱ 埼玉県 上尾市 平塚2558-4 048-773-8513

㈲長澤設備 埼玉県 加須市 栄１８３９ 0280-62-1420

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

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

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

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

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

㈱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

東京北研㈱ 東京都 練馬区 谷原２－６－３８ 03-5910-8211

㈱ザイマックス 東京都 港区 赤坂1丁目1番1号 03-5544-6600

㈱アクアライン 広島県 広島市 中区上八丁掘８－８ 082-502-6644

㈱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


