
玉村町指定給水装置工事事業者一覧表

R5.3.27

玉村町

事業者名称 住所 電話番号

（有）上原工務店 上之手１７４４－１ 0270-65-1335

内田設備 小泉２１９－４ 0270-64-3086

兼目設備 上新田６８４－１ 0270-65-4878

五常工業（株） 樋越１２４－３ 0270-64-5111

品川設備 上福島５８８－２ 0270-65-5860

秀設備 南玉７８９ 0270-65-8215

将誠 上之手１５４３－１　２１６号 0270-65-4409

シン水道サービス 下新田５９３－２ 0270-30-6056

（株）太陽電気 上之手１６８８ 0270-65-2438

日管工業（株） 板井１２２２ 0270-65-7756

（有）温井技建 箱石５８９－１ 0270-64-0180

（有）原野屋住宅綜合設備 上之手１５０７ 0270-65-2903

増尾設備 上茂木６１１－２ 0270-65-5220

（有）八木設備 樋越４７２－１ 0270-65-2983

（株）大和家住宅機器 上茂木１２３－３ 0270-65-2753

（株）四つ葉企画 下新田５９３－２ 0270-61-5400

（有）渡辺興業 上新田１０７０－３ 0270-65-4445

前橋市

事業者名称 住所 電話番号

アスプレ（株） 前橋市野中町９５－２ 027-289-4170

（有）石澤設備工業 前橋市富士見町小沢１６８－２ 027-288-4793

（有）内田設備工業 前橋市下細井町８２４－１ 027-233-2739

（株）エイゼンコーポレーション 前橋市富士見町小暮１５２７－９ 027-288-8111

（株）カナメ 前橋市広瀬町１丁目６－２２ 027-261-1520

（株）狩野設備 前橋市西善町４２９ 027-266-1217

（株）関水 前橋市清野町６０－５ 027-212-9738

（株）木之内設備 前橋市大友町２丁目２－８ 027-252-7932

（株）共同建設 前橋市富田町１３２０－１ 027-268-4482

（有）空衛アシスト 前橋市市之関町１０４９－１４ 027-283-8595

（株）佐鳥 前橋市元総社町１７３２－４ 027-265-1454

（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

誠興設備工業（株） 前橋市富士見町米野９７４－２ 027-289-0006

関口設備 前橋市富士見町横室５７８－８ 027-288-1720

（株）ダイキョー 前橋市上泉町６６７－３ 027-260-6555

津田設備工業 前橋市東善町４０４－１７ 027-289-3016

東邦設備工業(株) 前橋市天川原町１丁目３７－５ 027-223-5501

（株）ニーズ 前橋市天川町１６７０－１８ 027-226-5953
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ニチレイ設備（株） 前橋市亀里町２４６ 027-265-4371

根岸設備 前橋市下川町５５－１ 027-265-6723

林設備 前橋市粕川町込皆戸７５－７ 027-285-4070

ｈａｎｇｏｖｅｒ 前橋市富士見町赤城山１２０３－３１ 027-288-7686

（株）PEAKS 前橋市総社町三丁目７－１３ 027-288-0090

（株）ホクト工業 前橋市駒形町９３９－１ 027-266-1560

ミヤシタデンキ（株） 前橋市朝倉町３丁目３９－３ 027-261-2525

（株）ムラタ 前橋市西片貝町３丁目２６８ 027-224-6081

（有）目崎設備 前橋市高井町１丁目１９－３ 027-252-2752

（有）渡辺沖次郎商店 前橋市三俣町１丁目２７－１６ 027-231-0793

高崎市

事業者名称 住所 電話番号

相澤工業（株） 高崎市三ツ寺町１１７５ 027-373-0062

アキモト設備工業（株） 高崎市町屋町９１１－３ 027-388-9625

（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

（有）内川水道設備 高崎市本郷町２０３５ 027-344-5490

浦野工業（株） 高崎市吉井町下奥平２１２－１ 027-388-5550

（株）エイテック 高崎市下大島町４０－１ 027-386-9720

エス・テー・テクノ（株） 高崎市貝沢町1227-１ 027-370-6260

（株）N'sブレーン 高崎市下里見町１３５５－２ 027-340-1161

荻原設備（株） 高崎市石原町１２１６ 027-322-2281

（株）貝沢設備工業 高崎市井野町１１４１－１　Felicita・Ｆ 027-362-3723

（株）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

（株）環境管理センター 高崎市新後閑町２８１－３ 027-322-1984

神沢設備（株） 高崎市矢中町８２３－１ 027-347-1530

（株）岸土木 高崎市高関町字東沖４４５ 027-325-6732

（株）木村設備 高崎市正観寺町６０４－２ 027-362-5904

工藤管工（株） 高崎市棟高町１２１８－１ 027-373-0003

熊井戸工業(株) 高崎市江木町７１０－１ 027-322-4187

（有）ケイ・アイ・エヌ 高崎市北双葉町９－１７ 027-329-7711

（株）コイケ 高崎市足門町６３７－３７ 027-373-7576

（有）小泉設備工業 高崎市下佐野町４４９－５ 027-320-2658

サンエツ設備 高崎市吉井町吉井７２０－３ 027-388-2527

（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 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

（株）スカワ 高崎市倉賀野町１７１７ 027-346-1849

（株）須田ホームサービス 高崎市赤坂町８０ 027-322-4156
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（有）関口 高崎市新町５３１－８ 0274-42-3456

（株）大進産業 高崎市箕郷町矢原１８７１－７ 027-388-1057

（株）大東設備 高崎市八幡町１０７９－４８ 027-344-1627

高崎施設工業（株） 高崎市江木町８２ 027-322-2198

タクマ工設（株） 高崎市新町２１４０－１８ 0274-42-1922

武井設備工業(有) 高崎市鼻高町１８３－１９ 027-322-5545

（有）長設工業 高崎市下室田町２３７５ 027-374-3527

（有）塚越住設 高崎市箕郷町生原１８５４－２ 027-371-5850

（株）ツカダ住設 高崎市塚田町２２４－１ 027-350-3380

東栄電工（株） 高崎市飯塚町１４４７ 027-362-5836

（株）中澤設備 高崎市倉渕町権田１９８６－２ 027-378-2179

中村設備 高崎市箕郷町矢原３８１－７ 027-371-7698

（株）フェニックス 高崎市八千代町１丁目１７－１ 027-322-1000

藤井水道工業 高崎市菅谷町１１９４－２ 027-373-0563

（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

宮野環境設備（株） 高崎市倉賀野町５６７－４ 027-346-2468

（有）モリヒデ 高崎市新町２０７５－２ 0274-42-3228

（株）リペアメイキング 高崎市中居町４－２２－９ 027-393-6010

山中工業（株） 高崎市大八木町９ 027-364-3331

伊勢崎市

事業者名称 住所 電話番号

イーウォーターワークス（株） 伊勢崎市曲沢町７５２－２５ 0270-27-8001

（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

エル・アクア 伊勢崎市茂呂町１丁目９－１ 0270-75-1790

（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）女塚電気商会 伊勢崎市境女塚２２５－１ 0270-74-0216

川岸工業（株） 伊勢崎市境三ツ木２２４－１０ 0270-70-2470

（有）菊池建設 伊勢崎市田中島町５３８－５ 0270-24-4317

広伸電機 伊勢崎市北千木町１９３４ 0270-25-4062

（株）後藤設備 伊勢崎市緑町１７－２１ 0270-50-7581

三和水工（株） 伊勢崎市堀口町８７２－５ 0270-32-0575

（有）上星商店 伊勢崎市今泉町２丁目８２３ 0270-26-0581

（株）鈴木設備工業 伊勢崎市田部井町二丁目１２６８－３ 0270-75-4921

須田設備 伊勢崎市安堀町１８８３－８ 0270-23-4703

（株）西部電設管工 伊勢崎市稲荷町１０２ 0270-24-1360

（有）ソーケー 伊勢崎市戸谷塚町９２－１ 0270-31-2875

髙野工業（有） 伊勢崎市西久保町二丁目１４６０ 0270-62-3490

中央水道（株） 伊勢崎市平和町１－１ 0270-25-1592

（有）内外設備工業 伊勢崎市茂呂町２丁目２８４８－１ 0270-24-4866
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（有）ナカザワ設備 伊勢崎市波志江町１５４２－１ 0270-25-2139

中西工業（株） 伊勢崎市今井町７３２－１ 0270-25-5900

ヒロ設備工業 伊勢崎市上諏訪町１５２３－６ 0270-26-4511

（株）フキアゲ 伊勢崎市境下渕名１８９０ 0270-76-0406

（株）穂詮 伊勢崎市羽黒町１－１７ 0270-32-0875

松島設備 伊勢崎市東上之宮町１５４－２ 0270-23-0549

（有）丸新設備工業 伊勢崎市宮子町１４０８－１ 0270-25-0554

（株）丸雄技研 伊勢崎市宮子町１４３０ 0270-23-4645

（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

豊鉄水工業（株） 伊勢崎市中町７２ 0270-32-1526

（株）レイトニックエンジニアリング 伊勢崎市西久保町二丁目１８８番地６ 0270-62-8346

藤岡市

事業者名称 住所 電話番号

新井プロパン 藤岡市篠塚１５８－１ 0274-28-0028

（有）石川設備 藤岡市下栗須８７７ 0274-22-1078

井野設備工業（株） 藤岡市岡之郷甲４８２ 0274-25-8162

（株）ウシゴメ設備 藤岡市立石２９１－６ 0274-24-1282

（株）タジマ設備 藤岡市神田９９２－２ 0274-23-5944

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

（株）町田設備 藤岡市下日野６０８－８ 0274-23-6215

群馬県内その他

事業者名称 住所 電話番号

（有）相川興業 渋川市半田８６１ 0279-23-4680

（有）石原設備 太田市丸山町３８ 0276-37-1829

（株）尾島町清掃社 太田市世良田町１１４４－２ 0276-52-0106

北澤設備 渋川市北橘町下南室５２３－５ 0279-52-4598

（株）斎藤管工 甘楽郡甘楽町国峰１７８６ 0274-74-4756

（有）大栄設備 桐生市堤町３丁目７－４７ 0277-22-8561

（有）橋本設備工事 邑楽郡邑楽町赤堀３７０６ 0276-88-4060

（株）フェニックス 安中市安中５１８８ 027-382-5262

芙蓉建設（株） 渋川市北橘町八崎１４４０ 0279-23-5018

平成設備工業 渋川市吹屋６５７－１０４ 0279-24-0390

紅屋設備工業 太田市台之郷町１７７９－７ 0276-46-9018

松井興業（株） 富岡市富岡１４３－１ 0274-67-1112

（有）マルキン 桐生市錦町２丁目１３－２３ 0277-44-6622

（株）諸田総業 沼田市新町４１５－４ 0278-22-7779

（有）山口設備 邑楽郡邑楽町石打１４８２－１ 0276-70-9070

吉田設備 甘楽郡甘楽町白倉２３２３ 0274-74-3478
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ワイズテック（株） 渋川市石原１２２３－２ 0279-51-8290

埼玉県内

事業者名称 住所 電話番号

（株）アイダ設計 さいたま市大宮区桜木町２丁目２８６ 048-726-8613

（有）アクア 本庄市小島２丁目１３－１５ 0495-23-2433

（有）新井設備工業 児玉郡神川町二ノ宮６６０－１ 0495-77-3452

（有）今井住設 本庄市児玉町児玉３５０－２ 0495-72-1894

内田設備 深谷市岡２７３３－７ 048-585-2427

大塚設備（株） 本庄市児玉町八幡山６２４－３ 0495-72-8580

関東日精（株） 児玉郡神川町原新田１０９７－１ 0495-77-3850

（有）神流設備 児玉郡神川町八日市７６１－６ 0495-77-3089

ケイアイクラフト（株） 本庄市見福三丁目１４－１７ 0495-71-5512

（株）坂井住設 児玉郡美里町白石１４５２－１６ 0495-76-4833

（株）ＳＡＫＵＲＡＩ 児玉郡上里町七本木２９９３－１ 0495-35-3955

（有）新成建設 本庄市下野堂６５１－７ 0495-24-3574

戸矢設備 児玉郡上里町堤３３０－１ 0495-33-9239

マルキ工業（株） 本庄市栄一丁目６番１２号 0495-21-0349

（株）ＬｉＮＫオフィス 本庄市児玉町児玉１００３－６ 0495-72-7714

（有）湯山設備工業所 川越市中台元町1丁目５－１５ 049-242-5064

県外その他

事業者名称 住所 電話番号

（株）アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀８－８第一ウエノヤビル６F 082-502-6644

（株）イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町３丁目７－３　イースマイルビル 06-7739-2525

（株）クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜１－２－１ 0120-500-500

（株）シー・アール・エス 栃木県足利市葉鹿町１４７－２ 0284-62-5551

（株）ライフエナジー 東京都千代田区平河町一丁目６番１５号ＵＳビル８階 0120-033-003


