
玉村町
工事業者名 住所 電話

【あ】
青野土建（株） 玉村町大字上新田1596 0270-65-2198
(有)上原工務店 玉村町大字上之手1477-1 0270-65-1335
岡部設備 玉村町大字角渕629 0270-65-3653
【か】
（株）川端土建 玉村町大字宇貫608-1 0270-65-3556
倉林工業（有） 玉村町大字角渕2006 0270-65-2426
グローバル企画開発（有） 玉村町大字小泉209-10 0270-64-1911
黒沢設備 玉村町大字福島1075-5 0270-65-6197
（有）兼目設備 玉村町大字上新田684-1 0270-65-4878
五常工業（株） 玉村町大字樋越124-3 0270-64-5111
五料産業（株） 玉村町大字下新田563 0270-65-2137
【さ】
サンコー建材（有） 玉村町大字藤川28-1 0270-65-4344
三通設備 玉村町大字上飯島290-2 0270-64-4803
品川設備 玉村町大字上福島588-2 0270-65-5860
秀設備 玉村町大字南玉789 0270-65-8215
将誠 玉村町上之手1543-1ダイアパレス216 0270-65-4409
積和建設北関東（株）群馬支店 玉村町大字上福島485-2 0270-64-4981
シン水道サービス 玉村町大字下新田593-2 0270-30-6056
【た】
高木設備 玉村町大字飯塚260 0270-65-3845
田中建設㈱玉村支店 玉村町大字福島45-2 0270-65-2111
東毛清掃（株） 玉村町大字五料162-1 0270-65-6570
（株）徳江工務店 玉村町大字飯塚290-5 0270-65-7006
利根環境システムズ 玉村町南玉230-3 0270-65-4603
【な】
日管工業（株） 玉村町大字板井1222 0270-65-7756
（有）温井技建 玉村町大字箱石589-1 0270-64-0180
【は】
萩原造園土木（株） 玉村町大字樋越460-2 0270-65-2757
橋立設備工事店 玉村町南玉140-5 0270-64-1749
（有）原野屋住宅綜合設備 玉村町大字上之手1507 0270-65-2903
【ま】
増尾設備 玉村町大字上茂木611-2 0270-65-5220
（株）峰岸工業 玉村町大字樋越582-6 0270-65-4318
（株）宮下双建 玉村町大字上之手1497-8 0270-65-5255
【や】
（有）八木設備 玉村町大字樋越472-1 0270-65-2983
（株）大和家住宅機器 玉村町大字上茂木123-3 0270-65-2753
（株）四つ葉企画 玉村町大字下新田593-2 0270-61-5400
【わ】
（有）渡辺興業 玉村町大字上新田1070-3 0270-65-4445

伊勢崎市
工事業者名 住所 電話

（株）エム・エス・ケー 伊勢崎市日乃出町703-5 0270-30-3456
エムスタイル(有) 伊勢崎市馬見塚町278-1 0270-32-5356
大竹設備（有） 伊勢崎市富塚町302-6 0270-32-0161
大野設備 伊勢崎市東町2564-4 0270-62-5525
（有）岡田工業 伊勢崎市平井町1218-3 0270-63-5306
小倉設備興業（株） 伊勢崎市連取元町2-3 0270-25-2915
（有）上星商会 伊勢崎市今泉町2-823 0270-26-0581
川岸工業(株) 群馬県伊勢崎市境三ツ木224-10 0270-70-2470
川島工業 伊勢崎市山王町1394 0270-32-2381
栗原設備工業 伊勢崎市茂呂南町4756-3 0270-23-6097
広伸電機 伊勢崎市北千木町１９３４ 0270-25-4062
㈱後藤設備 伊勢崎市緑町１７－２１ 0270-50-7581
佐口設備（有） 伊勢崎市平和町19-8 0270-21-1505
（有）清水屋設備工業 伊勢崎市中町30 0270-32-0262
（有）昭和水研 伊勢崎市末広町175-4 0270-24-8400
須田設備 伊勢崎市安堀町甲73 0270-23-7863
（株）西部電設管工 伊勢崎市稲荷町102 0270-24-1360
(有)ソーケー 群馬県伊勢崎市戸谷塚町92-1 0270-31-2875
（有）太洋エンジニアリング 伊勢崎市馬見塚町1054-2 0270-32-7873
田部井建設 伊勢崎市境栄940 0270-74-7732



中央水道（株） 伊勢崎市平和町2-1 0270-25-1492
（有）内外設備工業 伊勢崎市茂呂町2丁目2848-1 0270-24-4866
中西工業（株） 伊勢崎市今井町732-1 0270-25-5900
新部設備 伊勢崎市韮塚町909-1 0270-25-5099
長沼設備工業 伊勢崎市大正寺町184-3 0270-31-0707
ヒロ設備工業 伊勢崎市上諏訪町1523-6 0270-26-4511
（有）吹上設備工業 伊勢崎市境下渕名1890 0270-76-0406
穂詮設備工業 伊勢崎市羽黒町1-17 0270-32-0875
㈲本間 伊勢崎市上田町178-1 　0270-63-
松島設備 伊勢崎市東上之宮町154-2 0270-23-0549
（株）丸雄技研 伊勢崎市宮子町1430 0270-23-4645
（有）丸新設備工業 伊勢崎市宮子町1408-1 0270-25-0554
三和水工（株） 伊勢崎市堀口町872－5 0270-32-0575
（有）矢島設備 伊勢崎市本関町1183-2 0270-24-5840
（有）矢内設備工業 伊勢崎市戸谷塚町1072-3 0270-32-6053

【高崎市内】
工事業者名 住所 電話

（株）アイダ設計 高崎市栄町17-21 027-324-3833
（株）アクア 高崎市中大類町440-3 027-353-1012
（株）アリマ設備工業 高崎市小八木町1812-2 027-361-8231
勇　建設 高崎市引間町290-8 027-310-0677
（株）井ノ上 高崎市八島町265 027-322-1143
（有）内川水道設備 高崎市本郷町2035 027-344-5490
浦野工業㈱ 群馬県高崎市吉井町下奥平212-1 027-388-5550
(株)エイテック 群馬県高崎市下大島町40-１ 027-386-9720
エス・テー・テクノ（株） 高崎市新保田中町364-1 027-370-6260
(株)N'sブレーン 群馬県高崎市下里見町1355-2 027-340-1161
（有）奥沢設備 高崎市新町1435-8 0274-42-3470
荻原設備㈱ 群馬県高崎市石原町1216 027-322-2281

（株）貝沢設備工業
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027-362-3723

㈱金井設備 高崎市中尾町1150-1 027-361-6313
（株）カノウ設備 高崎市稲荷台町135-1 027-372-1638
神沢設備（株） 高崎市矢中町823-1 027-347-1530
（株）関永工業 高崎市新町1278-3 0274-42-4400
関東日精（株） 群馬県高崎市下佐野町3-1 0495-77-3850
（株）岸土木 高崎市高関町445 027-325-6732
(株)木村設備 群馬県高崎市正観寺町604-2 027-362-5904
工藤管工（株） 高崎市棟高町1219-1 027-373-0003
（有）ケイ・アイ・エヌ 高崎市問屋町1-3-9 027-364-4322
（有）小泉設備工業 高崎市下佐野町449-5 027-320-2658
（株）環境管理センター 高崎市新後閑町281-3 027-322-1984
郷設備 高崎市京目町1215 027-353-2935
（有）柴燃 高崎市新町1713 0274-42-0029
（株）清水工業所 高崎市下室田町1285-2 027-374-1560
(有)下川水道 群馬県高崎市下大類町796-1 027-352-8571
（有）シライワ設備 高崎市倉賀野町1111-8 027-346-5720
（株）神保水道設備 高崎市下里見町1703-1 027-343-3915
（有）新町ガス器具設備 高崎市新町1231-8 0274-42-2437
（株）スカワ 高崎市倉賀野町1717 027-346-1849
関根建設（株） 高崎市新町1654-1 0274-42-0055
大東設備 高崎市八幡町1102 027-344-1627
高崎施設工業（株） 高崎市江木町82 027-322-2198
㈱髙橋巧務店 高崎市箕郷町生原698 027-371-5850
(有)塚越住設 高崎市箕郷町生原1983-13 027-371-5850
㈱ツカダ住設 高崎市塚田町２２４－１ 027-350-3380
（株）塚田商会 高崎市国分町281-2 027-373-1100
東栄電工（株） 高崎市飯塚町1447 027-362-5836
(有)富澤設備 高崎市下里見町1385 027-343-1622
中村設備 高崎市箕郷町矢原381-7 027-371-7698
㈲中村土建 高崎市西横手町240-1 　027-352-
原田管工設備 群馬県高崎市倉渕村水沼488 027-378-3764
（株）フェニックス 高崎市八千代町1-17-1 027-322-1000
（株）ベルテックス 高崎市鶴見町7-5-305 027-384-3818
（株）北斗工営 高崎市上中居町298 027-322-2627
（株）松本工業 高崎市金古町213-1 027-373-7019
山中工業（株） 高崎市大八木町9 027-364-3331



【前橋市内】
工事業者名 住所 電話

(有)石澤設備工業 群馬県富士見町小沢168-2 027-288-4793
（有）磯田興業 前橋市後閑町354-1 027-265-3309
（有）内田設備工業 前橋市下細井町824-1 027-233-2739
（有）江木水道設備 前橋市荻窪町1206 027-269-0114
（有）大家設備 前橋市国領町2丁目6-7 027-234-3888
㈱カナメ 前橋市広瀬町一丁目6-22 027-261-1520
（有）空衛アシスト 前橋市市之関町1049－14 027-283-8595
（有）小熊工業 前橋市広瀬町一丁目9-9 027-261-1229
（株）狩野設備 前橋市西善町429 027-266-1217
北爪工業（株） 前橋市粕川町女渕1407-5 027-285-2691
（株）木之内設備 前橋市大友町3-4-4 027-252-7932
㈱佐鳥 前橋市上佐鳥町880-1 027-265-1454
（有）三栄設備 前橋市天川大島町322 027-224-4897
下川工業（株） 前橋市力丸町234 027-265-0228
（株）シモダ設備工業 前橋市天川大島町3丁目57-13 027-261-0578
昭和通商（株） 前橋市横手町187-1 027-265-2083
新政建設工業（株） 前橋市西片貝3丁目33 027-224-2681
相互設備（株） 前橋市鶴光路町265-1 027-265-1745
（株）ダイキョー 前橋市上泉町667-3 027-260-6556
㈱高橋水道設備 前橋市江木町1075-26 027-269-5648
タナカ管業（有） 前橋市朝倉町一丁目2-7 027-290-3330
根岸設備 前橋市下川町55-1 027-265-6723
（株）ホクト工業 前橋市駒形町939-1 027-266-1560
（有）本多設備 前橋市山王町1-10-12 027-266-4957
（有）町田住宅設備 前橋市日吉町2丁目32-1 027-231-8513
町田水道工業所 前橋市六供町1171-1 027-223-7126
（株）三国 前橋市山王町一丁目14-12 027-267-0019
（株）ムラタ 前橋市西片貝町3丁目268 027-252-2752
(有)目崎設備 前橋市高井町1-19-3 027-224-6082
(有)渡辺沖次郎商店 前橋市三俣町1-27-16 027-231-0793

【藤岡市内】
工事業者名 住所 電話

新井プロパン 藤岡市下日野2194 0274-28-0028
（有）石川設備 藤岡市下栗須877 0274-22-1078
井野設備工業 藤岡市岡之郷甲482 0274-25-8162
ウシゴメ設備 藤岡市立石291-6 0274-24-1282
田島設備 藤岡市神田990-2 0274-24-3709
戸沢水道設備 藤岡市中栗須210-3 0274-42-2093
藤岡管設（株） 藤岡市中栗須322-7 0274-22-4050
藤岡水道サービス 藤岡市上大塚357-3 0274-23-9372
町田水道設備 藤岡市下日野608-8 0274-23-6215

【その他】
工事業者名 住所 電話

（有）相川興業 渋川市半田861 0279-23-4680
（株）尾島町清掃社 太田市世良田町1144-2 0276-52-0106
(有)大栄設備 桐生市堤町３-7-47 0277‐22‐8561
イソダ・コーポレーション（株） 富岡市下黒岩599-4 0274-62-0666
（株）エイゼンコーポレーション 勢多郡富士見村大字小暮1527-9 027-288-8111
金子水道設備 太田市浜町35-33 0276-45-0040
斎藤管工 甘楽郡甘楽町大字国峰1786 0274-74-4756
㈱坂井住設 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1531-452 0279-84-3201
サンエツ設備 多野郡吉井町吉井720-3 027-387-7732
(有)通友 みどり市大間々町桐原709-8 0277-73-0920
紅屋設備工業 太田市台之郷町1779-7 0276-46-9018
松井興業（株） 富岡市藤木276-1 0274-62-1688
（有）マルキン 桐生市錦町２丁目13-23 0277-44-6622
吉田設備 甘楽郡甘楽町大字白倉2323 0274-74-3478
（有）山口設備 邑楽郡邑楽町大字石打1482-1 0276-70-9070


