
（令和5年5月1日現在）

　公共下水道が整備されますと 『下水道法の規定により３年以内に水洗便所

へ改造すること』になっております。

《  くわしくは、下記にお問い合わせください。》

北部建設事務所 下水道管理課 排水設備係

（西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区）

南部建設事務所 下水道管理課 排水設備係

（中央区、桜区、浦和区、南区、緑区）

TEL   048-646-3249
FAX   048-646-3267

TEL   048-840-6249
FAX   048-840-6269

さいたま市排水設備指定工事店一覧表

１、排水設備工事は排水設備指定工事店で行うことになっています。

２、排水設備等確認申請書を提出してください。

３、分流式の公共下水道へは、雨水は流せません。

・排水設備工事（宅地内水洗化工事）については、施工業者を指定しており

　ますので、「排水設備指定工事店一覧表」の中から選んでください。

・工事については、排水設備指定工事店に相談してください。

・

・
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会社名 代表者名指定
番号 所 在 地 電話番号

排水設備指定工事店一覧表
令和5年5月1日 現在

さいたま市　西 区

さいたま市西区宮前町1553番地4 有限会社 田部井設備374 田部井　桂一 048-622-1860
タベイ              ケイイチタベイセツビ

さいたま市西区宮前町689番地28 ヤマモト設備 315 山本　学 048-625-8981
ヤマモト     マナブヤマモトセツビ

株式会社 末木工業313 末木　泰雄 048-612-2072
スエキ        ヒロオスエキコウギョウ さいたま市西区佐知川556番地1

アビデンス佐知川1階101号室

さいたま市西区三橋5丁目645番地1 三室建設 株式会社162 大滝　和紀 048-624-5388
オオタキ     カズノリミムロケンセツ

さいたま市西区三橋5丁目882番地 大和道建設 株式会社349 渡邉　雅人 048-624-3139
ワタナベ     マサトダイワドウケンセツ

さいたま市西区西遊馬１１１７番地２ 株式会社 如水863 小滝　良一 048-780-2327
コタキ        リョウイチジョスイ

さいたま市西区大字佐知川314番地3 有限会社 三宅設備工業345 三宅　健一 048-625-2291
ミヤケ        ケンイチミヤケセツビコウギョウ

さいたま市西区大字指扇1729番地2 有限会社 嶋田設備工業89 嶋田　勝之 048-623-5844
シマダ        カツユキシマダセツビコウギョウ

さいたま市西区大字指扇1742番地16 有限会社 助川設備工業195 助川　健一 048-624-8572
スケガワ     ケンイチスケガワセツビコウギョウ

さいたま市西区大字指扇2081番地2 有限会社 清宮水道工業所47 清宮　淳 048-624-0462
キヨミヤ     ジュンキヨミヤスイドウコウギョウショ

さいたま市西区大字指扇2336番地 株式会社 森設備167 森　雅美 048-624-1536
モリ      マサミモリセツビ

さいたま市西区大字指扇領辻197番地3 株式会社 流設工業173 田口　洋樹 048-623-3872
タグチ        ヒロキリュウセツコウギョウ

さいたま市西区大字指扇領別所366番地7 株式会社 ＭＳフィールド311 増田　秀浩 048-621-3535
マスダ        ヒデヒロエムエスフィールド

さいたま市西区大字植田谷本854番地3 株式会社 宮下工業178 宮下　徹郎 048-625-5966
ミヤシタ     テツオミヤシタコウギョウ

さいたま市西区大字水判土39番地1 株式会社 ツバサコーポレーション404 佐々木　慎一 048-782-7062
ササキ              シンイチツバサコーポレーション

さいたま市西区大字清河寺1257番地2 有限会社 マコト商会179 原　祐二 048-622-5501
ハラ      ユウジマコトショウカイ

さいたま市西区大字清河寺768番地3 有限会社 石川商会17 石川　和行 048-624-6710
イシカワ     カズユキイシカワショウカイ

さいたま市西区大字西遊馬902番地1 有限会社 長谷川設備工業303 長谷川　雅史 048-626-2385
ハセガワ           マサフミハセガワセツビコウギョウ

さいたま市西区大字西遊馬937番地1 関東興芸 株式会社395 関　優 048-729-5683
セキ      マサルカントウコウゲイ

さいたま市西区大字中釘2228番地5 株式会社 加藤商事40 秋谷　信仁 048-624-1611
アキヤ        ノブヒトカトウショウジ

さいたま市西区大字中釘字宮前645番地1 株式会社 スイドウセツビコム870 大河原　一雄 048-871-7633
オオカワラ        カズオスイドウセツビコム

さいたま市西区大字中野林168番地4 株式会社 豊和水道工業所154 水野　文仁 048-622-2288
ミズノ        フミヒトホウワスイドウコウギョウショ

さいたま市西区大字中野林351番地 株式会社 中村水道工業所131 中村　元信 048-624-4506
ナカムラ     モトノブナカムラスイドウコウギョウショ

さいたま市西区大字土屋491番地1 株式会社 池上管工15 池上　幸一 048-624-2044
イケガミ     コウイチイケガミカンコウ

さいたま市西区大字島根76番地 有限会社 和設備工業606 原田　一也 048-620-2015
ハラダ        カズヤヤワラセツビコウギョウ

さいたま市西区大字島根字前769番地2 株式会社 中村総業309 中村　功 048-779-8758
ナカムラ     イサオナカムラソウギョウ

さいたま市西区大字内野本郷568番地4 有限会社 サンコー建築店76 佐藤　幸弘 048-624-6066
サトウ        ユキヒロサンコーケンチクテン

さいたま市西区大字二ツ宮822番地 山本土木工業 株式会社273 山本　平吉 048-622-5440
ヤマモト     ヘイキチヤマモトドボクコウギョウ

さいたま市西区大字飯田新田８６番地１ 株式会社 湊川建設412 箕輪　登 048-624-4249
ミノワ        ノボルミナトガワケンセツ

さいたま市西区大字宝来1425番地1 大協和工業 株式会社111 関根　英明 048-623-3711
セキネ        ヒデアキダイキョウワコウギョウ

さいたま市西区大字宝来1425番地1 株式会社 リビングストン280 関根　学 048-625-3151
セキネ        マナブリビングストン

さいたま市西区大字宝来1560番地11 田口設備 194 田口　正己 048-622-2693
タグチ        マサミタグチセツビ

さいたま市西区塚本町3丁目36番地 株式会社 太陽土木403 湊川　正明 048-622-7288
ミナトガワ  マサアキタイヨウドボク

さいたま市　北 区

さいたま市北区吉野町1丁目346番地6 日本興業193 広瀬　久 048-667-0885
ヒロセ        ヒサシニホンコウギョウ

さいたま市北区吉野町1丁目400番地12 株式会社 いなもと270 稲本　憲一 048-665-7044
イナモト     ケンイチイナモト

さいたま市北区吉野町1丁目410番地8 中央建設協同組合 329 小沼　慎寿 048-654-3988
コヌマ        シンジチュウオウケンセツキョウドウクミアイ

さいたま市北区吉野町2丁目200番地1 株式会社 クラシアン　北埼玉支社343 鈴木　一也 0120-500-500
スズキ        カズヤクラシアン　キタサイタマシシャ

さいたま市北区宮原町2丁目111番地8 埼玉日化サービス 株式会社67 五十嵐　信一 048-666-1101
イガラシ           シンイチサイタマニッカサービス

さいたま市北区宮原町2丁目18番地7 東京ガスﾌｧｰｽﾄｴﾅｼﾞｰ 株式会社387 鈴木　憲治 048-651-0313
スズキ        ケンジトウキョウガスファーストエナジー

さいたま市北区宮原町2丁目1番地7 株式会社 ノハラ興業326 野原　秀和 048-664-6398
ノハラ        ヒデカズノハラコウギョウ
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会社名 代表者名指定
番号 所 在 地 電話番号

排水設備指定工事店一覧表
令和5年5月1日 現在

さいたま市北区宮原町2丁目69番地 日興設備工業 株式会社136 内田　嘉則 048-664-5321
ウチダ        ヨシノリニッコウセツビコウギョウ

さいたま市北区宮原町4丁目4番地30 有限会社 宮原水道工業所163 根岸　和弘 048-664-5657
ネギシ        カズヒロミヤハラスイドウコウギョウショ

さいたま市北区宮原町4丁目67番地1 株式会社 飯沼工務店388 飯沼　章 048-663-3465
イイヌマ     アキライイヌマコウムテン

さいたま市北区宮原町4丁目69番地1 旭化成ライフライン株式会社　埼玉事業所391 宇梶　文彦 048-662-1225
ウカジ        フミヒコアサヒカセイライフラインカブシキガイシャ　サイタマ

さいたま市北区植竹町1丁目636番地 有限会社 関上設備工業所103 伊奈　実 048-663-3781
イナ           ミノルセキガミセツビコウギョウショ

さいたま市北区大成町4丁目203番地2 株式会社 関根電機594 関根　良一 048-783-4067
セキネ        リョウイチセキネデンキ

さいたま市北区土呂町2丁目23番地28 有限会社 安助設備工業所6 安助　光男 048-667-3172
アスケ        ミツオアスケセツビコウギョウショ

さいたま市北区土呂町2丁目70番地17 埜村工業所140 埜村　久夫 048-666-9881
ノムラ        ヒサオノムラコウギョウショ

さいたま市北区東大成町1丁目460番地 株式会社 良松170 松本　充弘 048-666-1200
マツモト     ミツヒロヨシマツ

さいたま市北区東大成町2丁目376番地2 株式会社 茂田工業所 さいたま営業所84 茂田　國雄 048-666-6868
シゲタ        クニオシゲタコウギョウショ

さいたま市北区東大成町二丁目４５８番地1 新興建設工業 株式会社213 佐藤　由盛 048-652-3158
サトウ        ヨシモリシンコウケンセツコウギョウ

さいたま市北区奈良町150番地3 有限会社 三宝304 石山　勝義 048-652-7011
イシヤマ     カツヨシサンポウ

さいたま市北区奈良町154番地 大宮管工 株式会社32 吉野　弘晃 048-663-2154
ヨシノ        ヒロアキオオミヤカンコウ

さいたま市北区奈良町50番地11 有限会社 三鈴商工160 赤柴　修一 048-663-4010
アカシバ     シュウイチミスズショウコウ

さいたま市北区日進町2丁目1314番地24 有限会社 サンキ設備327 飯沼　良郎 048-654-8155
イイヌマ     ヨシロウサンキセツビ

さいたま市北区日進町2丁目1554番地 田村設備120 田村　貴弘 048-654-2481
タムラ        タカヒロタムラセツビ

さいたま市北区別所町1124番地19 有限会社 石川工業378 石川　政美 048-668-8001
イシカワ     マサミイシカワコウギョウ

さいたま市北区別所町38番地10 株式会社 深谷設計設備366 深谷　昇 048-783-4090
フカヤ        ノボルフカヤセッケイセツビ

さいたま市北区別所町47番地24 有限会社 ケーワイエンジニアリング181 桑嶋　洋一 048-663-0818
クワジマ     ヨウイチケーワイエンジニアリング

さいたま市北区別所町72番地9 有限会社 横山設備工業288 横山　順一 048-665-7776
ヨコヤマ     ジュンイチヨコヤマセツビコウギョウ

さいたま市北区本郷町260番地 株式会社 シンエイ94 新井　清太 048-666-3366
アライ        キヨタシンエイ

さいたま市北区盆栽町95番地2-103 株式会社 宮設備726 宮澤　秀典 048-871-5318
ミヤザワ     ヒデノリミヤセツビ

さいたま市　大 宮 区

さいたま市大宮区吉敷町1丁目73番地 3階 株式会社 ワンロード386 羽鳥　裕之 048-797-8925
ハトリ        ヒロユキワンロード

さいたま市大宮区吉敷町4丁目11番地1 富士管工 株式会社149 大澤　規郎 048-641-2385
オオサワ     キロウフジカンコウ

さいたま市大宮区櫛引町1丁目823番地 株式会社 深井設備工事146 深井　昭浩 048-664-3297
フカイ        アキヒロフカイセツビコウジ

さいたま市大宮区桜木町2丁目286番地 株式会社 アイダ設計637 田　貞光 048-726-8613
アイダ        サダミツアイダセッケイ

さいたま市大宮区三橋1丁目1122番地10 株式会社 ウォーターワークス２４359 阿部　剛 048-778-9294
アベ           ツヨシウォーターワークス２４

さいたま市大宮区三橋1丁目386番地2 有限会社 勝俣設備工業365 勝俣　彰夫 048-871-9832
カツマタ     アキオカツマタセツビコウギョウ

さいたま市大宮区三橋2丁目968番地4 有限会社 山﨑設備282 山﨑　慎和 048-649-0870
ヤマザキ     ノリタカヤマザキセツビ

さいたま市大宮区上小町615番地3 株式会社 内海工務店347 内海　洋平 048-641-8484
ウチウミ     ヨウヘイウチウミコウムテン

さいたま市大宮区大成町3丁目487番地の7 有限会社 深井ソーラーシステム147 深井　繁一 048-665-2110
フカイ        シゲカズフカイソーラーシステム

株式会社 シビル88 下瀬川　了孝 048-644-7273
シモセガワ        リョウコウシビル さいたま市大宮区天沼町1丁目368番地3

内海ビル

さいたま市大宮区堀の内町2丁目92番地24 IDC商事 413 ノ谷　勉 048-627-1950
ニシノヤ           ツトムＩＤＣショウジ

さいたま市　見 沼 区

さいたま市見沼区春岡2丁目31番地8 有限会社 アサヒラ水工5 桑原　朝平 048-687-6046
クワバラ     アサヘイアサヒラスイコウ

株式会社 ダイタク380 大澤　剛司 048-876-8000
オオサワ     タケシダイタク さいたま市見沼区春岡2丁目37番地20

松本ウェルズ103

さいたま市見沼区春岡2丁目37番地8 細井設備工業 有限会社156 細井　康男 048-684-5609
ホソイ        ヤスオホソイセツビコウギョウ

さいたま市見沼区春岡3丁目27番地18 株式会社 安西建設272 安西　誠 048-683-8485
アンザイ     マコトアンザイケンセツ

さいたま市見沼区春岡3丁目49番地17 株式会社 見沼工業368 勇水　美愛 048-686-9888
ユウミズ     ミエミヌマコウギョウ

さいたま市見沼区春岡3丁目5番地9 有限会社 古澤設備工業151 古澤　稔久 048-687-3511
フルサワ     トシヒサフルサワセツビコウギョウ

さいたま市見沼区深作1丁目34番地2 株式会社 水商215 竹折　一 048-689-9261
タケオリ     ハジメスイショウ
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会社名 代表者名指定
番号 所 在 地 電話番号

排水設備指定工事店一覧表
令和5年5月1日 現在

さいたま市見沼区深作2丁目23番地8 有限会社 古沢商店407 古澤　良彦 048-683-1685
フルサワ     ヨシヒコフルサワショウテン

さいたま市見沼区深作2丁目33番地の11 有限会社 アーバンシステム1 矢部　智生 048-688-1942
ヤベ           トモオアーバンシステム

さいたま市見沼区深作3丁目23番地22 有限会社 池宮設備16 池宮　達雄 048-682-0721
イケミヤ     タツオイケミヤセツビ

さいたま市見沼区深作3丁目24番地3 ハギワラ 株式会社588 有路　正章 048-681-0220
アリジ        マサアキハギワラ

さいたま市見沼区大字御蔵1184番地4 有限会社 田口住設117 田口　睦夫 048-682-4343
タグチ        ムツオタグチジュウセツ

さいたま市見沼区大字御蔵1530番地6 有限会社 井上設備25 井上　健二 048-684-1354
イノウエ     ケンジイノウエセツビ

株式会社 エムアール382 渡辺　篤史 048-812-8885
ワタナベ     アツシエムアール さいたま市見沼区大字御蔵1551番地9 K.Sビル1階

さいたま市見沼区大字御蔵379番地5 株式会社 リビングサービス・アサコ172 大地　仁 048-687-9506
ダイチ        ヒトシリビングサービス・アサコ

さいたま市見沼区大字上山口新田164番地7 株式会社 和田設備175 和田　善積 048-683-0833
ワダ           ヨシヅミワダセツビ

さいたま市見沼区大字深作236番地31 野口住設 390 野口　圭一 048-684-8640
ノグチ        ケイイチノグチジュウセツ

さいたま市見沼区大字大谷156番地17 株式会社 如月創設357 千葉　昇 048-687-2988
チバ           ノボルキサラギソウセツ

さいたま市見沼区大字大谷458番地1 株式会社 須賀興業324 須賀　宏司 048-686-8001
スガ           コウジスガコウギョウ

さいたま市見沼区大字中川1008番地1 斉藤建設工業 株式会社275 荒川　和義 048-686-2111
アラカワ     カズヨシサイトウケンセツコウギョウ

さいたま市見沼区大字中川5番地8 株式会社 ジー・エル82 谷治　猛彦 048-685-0295
ヤジ           タケヒコジー・エル

さいたま市見沼区大字東宮下2013番地1 株式会社 こばやし設備工業所60 小林　正良 048-685-1344
コバヤシ     マサヨシコバヤシセツビコウギョウショ

さいたま市見沼区大字東宮下446番地7 株式会社 東管工8 蓮見　義男 048-684-0716
ハスミ        ヨシオアズマカンコウ

さいたま市見沼区大字東新井710番地11 有限会社 はーとふるリフォ－ム299 前薗　幸男 048-682-0566
マエゾノ     ユキオハートフルリフォーム

ＳＤセンター 株式会社356 金澤　亙 048-685-9233
カナザワ     ワタルエスディーセンター さいたま市見沼区大字南中丸289番地9

メゾン・ド・ルミエールⅠ211号

さいたま市見沼区大字南中野1028番地1 三共設備工業 340 秋元　靖広 048-682-2708
アキモト     ヤスヒロサンキョウセツビコウギョウ

さいたま市見沼区大字南中野288-2 株式会社 大東305 坂原　一 048-812-4602
サカハラ     ハジメダイトウ

さいたま市見沼区大字風渡野351番地の15 株式会社 埼玉総合設備66 原口　忠治 048-686-1234
ハラグチ     チュウジサイタマソウゴウセツビ

さいたま市見沼区大字片柳103番地 有限会社 広町水道144 広町　和一 048-683-7305
ヒロマチ     カズイチヒロマチスイドウ

さいたま市見沼区大字蓮沼1123番地 株式会社 コアテック376 杉本　崇 048-686-5355
スギモト     タカシコアテック

さいたま市見沼区大谷1285-1 株式会社 ワイズ・ウォーター840 岩竹　洋一郎 048-878-8253
イワタケ     ヨウイチロウワイズ・ウォーター

さいたま市見沼区大和田町1丁目201番地 株式会社 フクシマ148 髙橋　清 048-687-0831
タカハシ     キヨシフクシマ

さいたま市見沼区大和田町1丁目531番地 有限会社 榎本管工27 榎本　善一 048-683-0250
エノモト     ヨシカズエノモトカンコウ

さいたま市見沼区大和田町1丁目799番地 株式会社 白鳥機工93 三角　直子 048-683-2602
ミスミ        ナオコシラトリキコウ

樹水道 株式会社405 時岡　樹 048-711-4775
トキオカ     ミキイツキスイドウ さいたま市見沼区大和田町2丁目900番地2

大和田FKビル　301

さいたま市見沼区東大宮2丁目31番地2 県南設備工業 株式会社54 瀬田　雄一 048-663-5941
セタ           ユウイチケンナンセツビコウギョウ

さいたま市見沼区東大宮4丁目54番地26 株式会社 林工業402 林　一樹 048-677-4897
ハヤシ  カズキハヤシコウギョウ

さいたま市見沼区東大宮6丁目14番地10 積和建設埼玉栃木 株式会社107 瀧田　武久 048-686-1191
タキタ        タケヒサセキワケンセツサイタマトチギ

さいたま市見沼区片柳1丁目116番地 株式会社 オールワン318 平松　道明 048-688-6888
ヒラマツ     ミチアキオールワン

さいたま市見沼区堀崎町465番地2 株式会社 ライズ409 渡部　義広 048-812-5435
ワタナベ     ヨシヒロライズ

さいたま市見沼区堀崎町912 村田管工216 村田　幸作 048-684-7262
ムラタ        コウサクムラタカンコウ

さいたま市　中 央 区

さいたま市中央区下落合5丁目16番2号 三和設備工業 株式会社81 山崎　光司 048-853-1651
ヤマザキ     コウジサンワセツビコウギョウ

さいたま市中央区下落合5丁目18番2号 株式会社 コスモ設備58 道井　隆 048-831-5044
ミチイ        タカシコスモセツビ

さいたま市中央区桜丘2丁目3番3号 有限会社 平野設備355 平野　晋二 048-852-1232
ヒラノ        シンジヒラノセツビ

さいたま市中央区上峰1丁目11番2号 シンアイ工業 株式会社385 鈴木　佑輔 048-782-9844
スズキ        ユウスケシンアイコウギョウ

さいたま市中央区上峰2丁目2番3号 有限会社 萩原工業187 萩原　岳久 048-851-4110
ハギワラ     タケヒサハギワラコウギョウ

さいたま市中央区新中里3丁目14番10号 株式会社 小川土木開発406 小川　輝雄 048-852-1853
オガワ        テルオオガワドボクカイハツ

さいたま市中央区大戸5丁目18番10号 有限会社 上野設備総業211 上野　宏樹 048-831-3556
ウエノ        ヒロキウエノセツビソウギョウ
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さいたま市中央区八王子2丁目4番11号 有限会社 高野工業115 髙野　雄一 048-852-9111
タカノ        ユウイチタカノコウギョウ

さいたま市中央区八王子3丁目18番5号 有限会社 丹保設備202 丹保　忠義 048-854-2423
タンポ        タダヨシタンポセツビ

さいたま市中央区八王子3丁目22番2号 株式会社 盛伸サービス182 磯目　均 048-855-6665
イソメ        ヒトシセイシンサービス

市東設備 286 市東　雅子 048-857-4372
シトウ        マサコシトウセツビ さいたま市中央区本町東5丁目1番3号

与野コーポ102号

さいたま市中央区鈴谷4丁目1番18号 有限会社 エマージェンシー353 神田　聡樹 048-796-7350
カンダ        トシシゲエマージェンシー

さいたま市中央区鈴谷9丁目13番8号 株式会社 大クマ工業31 大熊　英津子 048-852-6862
オオクマ     エツコオオクマコウギョウ

さいたま市　桜 区

さいたま市桜区栄和2丁目10番9号 有限会社 髙進設備工業325 髙野　晋一 048-855-4412
タカノ        シンイチコウシンセツビコウギョウ

さいたま市桜区栄和2丁目30番6号 株式会社 大久保商店400 大久保　勝行 048-854-6022
オオクボ           カツユキオオクボショウテン

さいたま市桜区西堀10丁目12番29号 三水冷熱 株式会社78 仲儀　公亮 048-853-7151
ナカギ        キミアキサンスイレイネツ

さいたま市桜区西堀3丁目7番8号 佐藤設備70 佐藤　清則 048-837-3499
サトウ        キヨノリサトウセツビ

さいたま市桜区西堀4丁目9番17号 株式会社 光和設備工業56 二ノ宮　宗美 048-839-9611
ニノミヤ           ムネミコウワセツビコウギョウ

さいたま市桜区西堀6丁目14番17号 株式会社 東京バス綜合センター342 髙村　知之 048-862-2371
タカムラ     トモユキトウキョウバスソウゴウセンター

さいたま市桜区西堀8丁目12番15号 株式会社 新研設備工業95 大原　喜四郎 048-856-2911
オオハラ     キシロウシンケンセツビコウギョウ

さいたま市桜区大字下大久保994番地 株式会社 渡邉組176 渡邉　勝 048-858-1904
ワタナベ     マサルワタナベグミ

さいたま市桜区大字五関150番地1 株式会社 モリ・エンジニアリング166 葛西　真一 048-856-1818
カサイ        シンイチモリ・エンジニアリング

さいたま市桜区大字在家139番地2 株式会社 金子管工41 金子　智之 048-853-4405
カネコ        トモユキカネコカンコウ

さいたま市桜区大字上大久保994番地 有限会社 荻原商店36 荻原　悠 048-852-8830
オギワラ     ユウオギワラショウテン

さいたま市桜区大字神田391番地5 有限会社 鈴木工業100 鈴木　隆司 048-856-1575
スズキ        リュウジスズキコウギョウ

さいたま市桜区大字大久保領家461番地3 有限会社 仁幸設備工業所134 伊藤　年浩 048-854-9652
イトウ        トシヒロニコウセツビコウギョウショ

さいたま市桜区大字塚本140番地11 ヒロミコーポレーション 393 石井　初恵 048-854-3844
イシイ        ハツエヒロミコーポレーション

さいたま市桜区大字塚本323番地80 三興設備 株式会社75 三木　英男 048-852-9954
ミキ           ヒデオサンコウセツビ

さいたま市桜区大字道場709番地1 株式会社 アステック7 佐藤　公則 048-857-5757
サトウ        キミノリアステック

さいたま市桜区大字白鍬426番地 有限会社 戸張住設204 戸張　俊行 048-854-7217
トバリ        トシユキトバリジュウセツ

さいたま市桜区中島1丁目17番3号 臼井設備 297 臼井　竜也 048-858-1387
ウスイ        タツヤウスイセツビ

さいたま市桜区町谷1丁目10番4号 有限会社 佐野工務店72 武笠　剛 048-862-5619
ムカサ        タケシサノコウムテン

さいたま市桜区町谷1丁目10番4号3階 雅水設 375 堀口　馨 048-858-2202
ホリグチ     カオルミヤビスイセツ

さいたま市桜区町谷2丁目24番19号 関口総業104 関口　敏春 048-852-9707
セキグチ     トシハルセキグチソウギョウ

さいたま市　浦 和 区

さいたま市浦和区元町1丁目6番12号-103 サイスイエンジニアリング 株式会社364 狩野　浩 048-829-9401
カリノ        ヒロシサイスイエンジニアリング

さいたま市浦和区皇山町36番1号 有限会社 菊田浄化設備44 菊田　敏和 048-833-8252
キクタ        トシカズキクタジョウカセツビ

三栄管理興業 株式会社398 髙松　六男 048-711-7560
タカマツ     ロクオトコサンエイカンリコウギョウ さいたま市浦和区高砂4丁目13番18号

埼佛会館3階B

さいたま市浦和区常盤6丁目17番11号 有限会社 タクヤ118 安東　英治 048-834-5131
アンドウ     ヒデハルタクヤ

さいたま市浦和区常盤8丁目6番5号 八尋工業 株式会社169 八尋　良和 048-831-4887
ヤヒロ        ヨシカズヤヒロコウギョウ

さいたま市浦和区瀬ヶ崎4丁目8番6号 ニコニコ水道 219 種市　正則 048-886-8933
タネイチ     マサノリニコニコスイドウ

さいたま市浦和区大東1丁目14番11号 株式会社 シンスイ設備工業97 橋場　淳子 048-813-1013
ハシバ        アツコシンスイセツビコウギョウ

さいたま市浦和区大東3丁目20番5号 有限会社 新井設備工業所11 新井　敏夫 048-886-1138
アライ        トシオアライセツビコウギョウショ

さいたま市浦和区北浦和1丁目19番10号 旭水道工業 株式会社4 柳　明秀 048-886-1717
ヤナギ  アキヒデアサヒスイドウコウギョウ

さいたま市浦和区北浦和2丁目6番13号 有限会社 小熊工業所38 小熊　一子 048-831-0190
オグマ        カズコオグマコウギョウショ

さいたま市浦和区本太1丁目9番5号 日清建設 株式会社323 猪股　和則 048-885-8611
イノマタ     カズノリニッセイケンセツ

さいたま市浦和区本太3丁目20番28号 株式会社 関東アトレ43 薄羽　繁 048-882-3100
ウスバ        シゲルカントウアトレ

さいたま市浦和区木崎4丁目19番29号 有限会社 栗原水道工業50 栗原　孝佳 048-829-8356
クリハラ     タカヨシクリハラスイドウコウギョウ
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さいたま市浦和区木崎5丁目37番23号 有限会社 志賀設備83 志賀　昭征 048-873-7749
シガ           アキマサシガセツビ

さいたま市　南 区

さいたま市南区関1丁目20番11号 株式会社 栗原管工49 栗原　邸造 048-862-5931
クリハラ     テイゾウクリハラカンコウ

さいたま市南区鹿手袋3丁目4番10号 株式会社 泉屋工務店22 小林　宏也 048-864-1171
コバヤシ     ヒロヤイズミヤコウムテン

さいたま市南区大字円正寺198番地10 株式会社 ミライズ396 小林　稔 048-628-9382
コバヤシ     ミノルミライズ

さいたま市南区大字円正寺210番地3 有限会社 ニシノ設備工業135 西野　圭一 048-813-6350
ニシノ        ケイイチニシノセツビコウギョウ

さいたま市南区大字広ケ谷戸２０９番地５０ 美創 410 入　延幸 048-810-5051
ユキイレ     ノブユキビソウ

さいたま市南区大字大谷口1813番地3 株式会社 増田興業186 増田　伸二 048-885-6799
マスダ        シンジマスダコウギョウ

さいたま市南区大字大谷口3139番地1 有限会社 水道屋99 福山　賢 048-876-4132
フクヤマ     ケンスイドウヤ

さいたま市南区大字大谷口3160番地9 有限会社 藤井商店278 小笹　孝 048-873-5529
コザサ        タカシフジイショウテン

さいたま市南区大字大谷口5122番地 株式会社 中村設備132 中村　武男 048-887-6449
ナカムラ     タケオナカムラセツビ

さいたま市南区大字大谷口742番地1 有限会社 日乃出工業317 髙　羊介 048-706-7720
タカハシ     ヨウスケヒﾉデコウギョウ

さいたま市南区大字大谷口783番地 正和設備工業 株式会社101 野口　功 048-885-2800
ノグチ        イサオセイワセツビコウギョウ

さいたま市南区辻2丁目25番13号 株式会社 アクア・アテンド399 加園　大輝 048-708-2521
カソノ        ダイキアクア・アテンド

さいたま市南区内谷2丁目13番10号 株式会社 坂本建設205 坂本　富美子 048-864-9981
サカモト     フミコサカモトケンセツ

さいたま市南区内谷2丁目7番12号 佐久間設備 69 佐久間　督 048-862-4348
サクマ              タダスサクマセツビ

さいたま市南区内谷6丁目1番19号 ダイセツ工業 株式会社381 大隈　弘幸 048-863-5110
オオクマ     ヒロユキダイセツコウギョウ

さいたま市南区南浦和1丁目20番8号 有限会社 協友土建201 清宮　友良 048-881-0145
キヨミヤ     トモヨシキョウユウドケン

さいたま市南区南浦和1丁目27番10-2号 株式会社 一成301 川野　潤 048-811-1277
カワノ        ジュンイッセイ

さいたま市南区南浦和2丁目33番5号 鈴木工業 株式会社384 鈴木　航 048-886-7907
スズキ        ワタルスズキコウギョウ

さいたま市南区南浦和2丁目4番1号 有限会社 近藤工業所61 近藤　一成 048-881-2100
コンドウ     カズナリコンドウコウギョウショ

さいたま市南区南本町1丁目3番1号 昭栄建設 株式会社91 岡田　紘和 048-866-3111
オカダ        ヒロカズショウエイケンセツ

さいたま市南区白幡4丁目9番5号 株式会社 フェルゼ伸興145 増田　伸二 048-861-9985
マスダ        シンジフェルゼシンコウ

有限会社 彗星住宅設備281 小久保　弘 048-839-3532
コクボ              ヒロシスイセイジュウタクセツビ さいたま市南区白幡6丁目18番1号

ｻﾝﾎﾜｲﾄｸﾆﾔ1階

さいたま市南区文蔵1丁目2番5号 株式会社 早坂水道工業所143 早坂　繁 048-861-6859
ハヤサカ     シゲルハヤサカスイドウコウギョウショ

さいたま市南区文蔵1丁目2番5号 株式会社 早水設備292 早坂　一光 048-864-7563
ハヤサカ     カズミツハヤスイセツビ

さいたま市南区文蔵2丁目3番4号 有限会社 平成興業153 町井　健男 048-837-0033
マチイ        タケオヘイセイコウギョウ

Ｎ－トラスト設備 392 野尻　祐一 048-699-7433
ノジリ        ユウイチエヌトラストセツビ さいたま市南区文蔵4丁目2番2号

ｺｰﾌﾟ野村南浦和102号

さいたま市　緑 区

さいたま市緑区宮本1丁目6番地2 株式会社 明充397 安田　勇紀 048-789-6306
ヤスダ        ユウキアキミツ

さいたま市緑区宮本2丁目13番地15 株式会社 TOMOウォーターサービス369 福田　智子 048-873-7311
フクダ        トモコトモウォーターサービス

さいたま市緑区原山1丁目22番1号 有限会社 ダイエン110 高丹　基成 048-883-9625
タカニ        モトナリダイエン

さいたま市緑区原山2丁目1番26号 県南住宅設備 株式会社53 瀬尾　勝他 048-885-1170
セオ           カツヒトケンナンジュウタクセツビ

さいたま市緑区原山2丁目21番15号 有限会社 伊藤設備工業所24 伊藤　秋実 048-885-5781
イトウ        アキミイトウセツビコウギョウショ

さいたま市緑区芝原２丁目１３番地３１ 株式会社 邁進157 石川　成城 048-873-8432
イシカワ     ナルキマイシン

さいたま市緑区芝原2丁目13番地32 中央設備工営 株式会社122 髙橋　晃一 048-874-3311
タカハシ     コウイチチュウオウセツビコウエイ

さいたま市緑区芝原3丁目37番地6 有限会社 内田造園土木383 内田　秀男 048-712-2899
ウチダ        ヒデオウチダゾウエンドボク

さいたま市緑区松木2丁目1番地17 小島総業 294 小島　貴紀 048-874-1626
コジマ        タカノリコジマソウギョウ

さいたま市緑区松木2丁目2番地1 永山建設 株式会社341 永山　利夫 048-874-5088
ナガヤマ     トシオナガヤマケンセツ

さいたま市緑区松木2丁目32番地4 タカセ工業 株式会社114 髙瀬　義治 048-873-9910
タカセ        ヨシハルタカセコウギョウ

翼設備工業 123 森　隆行 048-874-7582
モリ      タカユキツバサセツビコウギョウ さいたま市緑区大字三室1308番地6

アビタシリオンⅡ303

さいたま市緑区大字三室1413番地5 有限会社 藤木管工389 齋藤　文恵 048-874-9750
サイトウ     フミエフジキカンコウ
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蒼水設備 411 古賀　拓磨 080-3478-8341
コガ           タクマソウスイセツビ さいたま市緑区大字三室20266

アールガレージ浦和東Ⅰ 103号室

合同会社 蒼水設備414 古賀　拓磨 048-789-7427
コガ           タクマソウスイセツビ さいたま市緑区大字三室202番地66

アールガレージ浦和東Ⅰ103号室

さいたま市緑区大字三室705番地5 有限会社 二興建設133 山下　智誠 048-875-5585
ヤマシタ     チセイニコウケンセツ

さいたま市緑区大字三室903番地2 株式会社 イイノ14 飯野　博光 048-874-6801
イイノ        ヒロミツイイノ

さいたま市緑区大字上野田574番地3 株式会社 レノバ174 池田　由季子 048-878-1998
イケダ        ユキコレノバ

さいたま市緑区大字上野田574番地3 株式会社 太陽商工112 三井　由美子 048-878-1905
ミツイ        ユミコタイヨウショウコウ

さいたま市緑区大字上野田627番地 株式会社 リオラス363 沖ノ井　繁 048-878-6471
オキノイ           シゲルリオラス

さいたま市緑区大字中尾608番地 株式会社 徳永設備工業129 徳永　正裕 048-873-4753
トクナガ     マサヒロトクナガセツビコウギョウ

さいたま市緑区大門2619 積田冷熱工事 株式会社124 積田　鉄也 048-767-6051
ツミタ        テツヤツミタレイネツコウジ

さいたま市緑区東浦和4丁目33番地14 株式会社 創研632 鈴木　優 048-810-1717
スズキ        マサルソウケン

さいたま市緑区東浦和6-13-12 株式会社 彩真設備720 大谷　範雄 048-876-5772
オオタニ     ノリオサイシンセツビ

さいたま市緑区東浦和8丁目8番地6 有限会社 木村設備45 佐野　準 048-875-5440
サノ           ヒトシキムラセツビ

さいたま市緑区東浦和9丁目1番地3 斉藤設備192 斉藤　博幸 048-873-0749
サイトウ     ヒロユキサイトウセツビ

さいたま市緑区東大門2丁目17番地30 株式会社 章海設備648 浜田　隆章 048-711-7930
ハマダ        タカアキショウカイセツビ

さいたま市緑区東大門3丁目6番地2 株式会社 花前商店141 中村　義弘 048-826-5797
ナカムラ     ヨシヒロハナマエショウテン

さいたま市緑区道祖土4丁目30番17号 秋本管工 有限会社3 秋本　健 048-887-6612
アキモト     タケシアキモトカンコウ

さいたま市　岩 槻 区

さいたま市岩槻区加倉1丁目26番18号 細沼住設工業 249 細沼　保夫 048-756-6440
ホソヌマ     ヤスオホソヌマジュウセツコウギョウ

さいたま市岩槻区加倉1丁目27番10号 有限会社 斎藤水道工業633 齋藤　知行 048-756-0770
サイトウ     トモユキサイトウスイドウコウギョウ

さいたま市岩槻区宮町1丁目2番28号 有限会社 金子水道227 金子　裕男 048-756-0539
カネコ        ヒロオカネコスイドウ

さいたま市岩槻区原町9番11号 有限会社 勝栄設備工業585 石井　暁 048-757-3037
イシイ        サトルショウエイセツビコウギョウ

さいたま市岩槻区上野2丁目1番地5 株式会社 大洋建設253 小倉　洋司 048-794-7691
オグラ        ヒロシタイヨウケンセツ

さいたま市岩槻区城南1丁目7番60号 有限会社 みゆき商事223 金子　恵一 048-756-0370
カネコ        ケイイチミユキショウジ

さいたま市岩槻区城南5丁目6番6号 株式会社 松永建設251 松永　大祐 048-798-1751
マツナガ     ダイスケマツナガケンセツ

さいたま市岩槻区西原台1丁目1番10号 株式会社 サイエイヤマト222 町田　豊 048-758-1308
マチダ        ユタカサイエイヤマト

さいたま市岩槻区西原台2丁目4番15-2号 プランバー 408 細野　由弘 048-884-9650
ホソノ        ヨシヒロプランバー

さいたま市岩槻区大字横根1169 有限会社 野口水道240 野口　欣也 048-798-5039
ノグチ        キンヤノグチスイドウ

さいたま市岩槻区大字岩槻4285番地6 有限会社 佐藤工務店255 佐藤　健 048-756-6690
サトウ        ケンサトウコウムテン

さいたま市岩槻区大字金重5番地3 三浦土建 有限会社265 三浦　信仁 048-795-3281
ミウラ        ノブヒトミウラドケン

さいたま市岩槻区大字高曽根993番地 有限会社 石井設備工業518 石井　裕二 048-798-0580
イシイ        ユウジイシイセツビコウギョウ

さいたま市岩槻区大字黒谷2146番地5 株式会社 ミナミ377 皆見　秀和 048-798-5877
ミナミ        ヒデカズミナミ

さいたま市岩槻区大字黒谷2158番地33 有限会社 倉元興業316 倉元　直也 048-798-5541
クラモト     ナオヤクラモトコウギョウ

さいたま市岩槻区大字笹久保新田1025番地3 大和工業 株式会社321 鈴木　常男 048-796-8813
スズキ        ツネオダイワコウギョウ

さいたま市岩槻区大字慈恩寺543番地3 株式会社 阿部住設工業252 阿部　教男 048-795-1761
アベ           ノリオアベジュウセツコウギョウ

さいたま市岩槻区大字長宮325 岩槻建設 株式会社239 石山　雄一 048-799-1267
イシヤマ     ユウイチイワツキケンセツ

さいたま市岩槻区大字釣上新田348番地1 三陸設備 株式会社373 金子　信恵 048-798-1175
カネコ        ノブエサンリクセツビ

さいたま市岩槻区大字徳力346番地 有限会社 旭工舎260 小城　ひろみ 048-793-3055
コシロ        ヒロミアサヒコウシャ

さいたま市岩槻区大字徳力86番地 新井ポンプ工業 株式会社517 新井　しのぶ 048-794-2432
アライ        シノブアライポンプコウギョウ

さいたま市岩槻区大字南下新井1011番地 羽後土建工業 株式会社243 金　祐輔 048-798-7401
コン      ユウスケウゴドケンコウギョウ

さいたま市岩槻区大字南下新井1024番地 多ヶ谷住宅設備 245 多ヶ谷　光彦 048-798-5680
タガヤ              ミツヒコタガヤジュウタクセツビ

さいたま市岩槻区大字南下新井406番地30 有限会社 タカハシ綜合設備232 髙橋　雅樹 048-797-1367
タカハシ     マサキタカハシソウゴウセツビ

さいたま市岩槻区大字表慈恩寺1386番地1 有限会社 政和工業241 関根　勝 048-794-8323
セキネ        マサルセイワコウギョウ
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さいたま市岩槻区大字表慈恩寺1531番地2 株式会社 杉本設備工業246 杉本　直大 048-794-2147
スギモト     ナオヒロスギモトセツビコウギョウ

さいたま市岩槻区大字表慈恩寺1531番地3 阿久津建設 株式会社254 阿久津　洋和 048-794-1677
アクツ              ヒロカズアクツケンセツ

さいたま市岩槻区大字平林寺725番地 株式会社 新井鑿泉工業625 新井　和弘 048-756-3905
アライ        カズヒロアライサクセンコウギョウ

さいたま市岩槻区大字末田1229番地 有限会社 田口工業所236 田口　利二 048-798-2761
タグチ        トシジタグチコウギョウショ

さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺1580番地7 有限会社 北岡設備267 北岡　勝 048-876-9057
キタオカ     マサルキタオカセツビ

さいたま市岩槻区仲町1丁目15番6号 株式会社 長谷川商店595 長谷川　正治 048-756-0563
ハセガワ           マサハルハセガワショウテン

さいたま市岩槻区仲町1丁目6番5号 有限会社 内藤水道228 内藤　明 048-758-1466
ナイトウ     アキラナイトウスイドウ

新日本設備工業 株式会社401 田中　浩輝 048-797-5633
タナカ        ヒロキシンニホンセツビコウギョウ さいたま市岩槻区東岩槻2丁目5番地6

森泉ビル3F

さいたま市岩槻区東岩槻4丁目5番地2 株式会社 ベストワーク842 根本　和幸 048-795-2000
ネモト        カズユキベストワーク

さいたま市岩槻区東町2丁目4番37号 有限会社 佐藤商店271 佐藤　文保 048-757-3478
サトウ        フミヤスサトウショウテン

三陽建設 株式会社956 三浦　一仁 048-793-4340
ミウラ        カズヒトサンヨウケンセツ さいたま市岩槻区並木二丁目

５番２３０１号

Ｔ・Ｊ・Ｓ合同会社 415 山内　義行 048-796-0076
ヤマウチ     ヨシユキティージェイエスゴウドウガイシャ さいたま市岩槻区並木二丁目８番１号

エクレール第４岩槻８０３

さいたま市岩槻区本町１丁目２番１８号 賛京建設 株式会社237 勝田　充彦 048-756-1451
カツタ        ミツヒコサンキョウケンセツ

さいたま市岩槻区本町1丁目3番6号 有限会社 大野ポンプ工業229 大野　昌之 048-756-0667
オオノ        マサユキオオノポンプコウギョウ

さ い た ま 市 外

ふじみ野市ふじみ野3丁目1番10号 株式会社 吉元工務店789 柳澤　英男 049-264-0855
ヤナギサワ  ヒデオヨシモトコウムテン

ふじみ野市大井1032番地16 株式会社 岩崎設備882 岩崎　直也 049-267-7775
イワサキ     ナオヤイワサキセツビ

ふじみ野市大井926番地9 有限会社 桐原設備工業755 桐原　政啓 049-256-3023
キリハラ     マサヒロキリハラセツビコウギョウ

ふじみ野市緑ケ丘1丁目6番82号 株式会社 功和設備918 村山　和人 049-264-2118
ムラヤマ     カズトコウワセツビ

越谷市越ケ谷1丁目14番1号 東彩ガス 株式会社687 土屋　友紀 048-962-1382
ツチヤ        トモノリトウサイガス

越谷市蒲生1丁目3番39号 蒲生水道設備工業 株式会社785 森田　礼一 048-988-3067
モリタ        レイイチガモウスイドウセツビコウギョウ

越谷市蒲生茜町１３番地２ 第一エネルギー設備 株式会社614 中内　啓夫 048-989-7700
ナカウチ     アキオダイイチエネルギーセツビ

越谷市新川町1丁目135番地1 有限会社 藤和設備641 加藤　裕之 048-940-8912
カトウ        ヒロユキトウワセツビ

越谷市神明町3丁目289番地4 株式会社 早坂建設943 早坂　征之 048-979-6119
ハヤサカ     マサユキハヤサカケンセツ

越谷市赤山町1丁目75番地 有限会社 信管工業826 岡田　高敏 048-963-6866
オカダ        タカトシシンカンコウギョウ

越谷市赤山町5丁目10番12号 有限会社 会田設備696 會田　裕之 048-962-0318
アイダ        ユウジアイダセツビ

越谷市大字恩間新田300番地21 株式会社 甲斐設備工業862 中村　聡 048-971-5157
ナカムラ     サトシカイセツビコウギョウ

越谷市大字蒲生3833番地2 株式会社 水導屋866 佐藤　達也 048-987-5359
サトウ        タツヤスイドウヤ

越谷市大字向畑528番地4 有限会社 沖田土木839 青木　康広 048-977-8684
アオキ        ヤスヒロオキタドボク

越谷市大字西新井898番地 株式会社 桶新設備554 山﨑　達雄 048-974-4716
ヤマザキ     タツオオケシンセツビ

越谷市大字大林272番地1 大阿蘇水質管理 株式会社896 江藤　真吾 048-974-8011
エトウ        シンゴオオアソスイシツカンリ

越谷市大沢3丁目28番11号 株式会社 ナカノヤ679 小林　孝裕 048-974-8711
コバヤシ     タカヒロナカノヤ

越谷市大道478番地 株式会社 協和設備672 清水　一郎 048-973-6000
シミズ        イチロウキョウワセツビ

越谷市東大沢4丁目6番地29 株式会社 新興設備912 中村　猛 048-966-7781
ナカムラ     タケシシンコウセツビ

越谷市北川崎740-1 株式会社 小杉設美909 小杉　祐太 048-984-7044
コスギ        ユウタコスギセツビ

桶川市下日出谷東三丁目３１番地の６ 協立設備 株式会社521 上原　典泰 048-786-4557
ウエハラ     ノリヤスキョウリツセツビ

桶川市坂田東1丁目43番地2 城野設備 852 城野　悦典 048-727-0261
ジョウノ     エツノリジョウノセツビ

桶川市坂田東3丁目14番地の8 中島設備 831 中島　智史 048-727-1421
ナカジマ     サトシナカジマセツビ

桶川市上日出谷344番地11 有限会社 玉坂設備609 玉坂　亘 048-787-6550
タマサカ     ワタルタマサカセツビ

桶川市上日出谷南一丁目 40番地の16株式会社 太宝設備705 池邊　敏行 048-786-9871
イケベ        トシユキタイホウセツビ

桶川市西2丁目6番2号 株式会社 佐々木設備921 堤　幸雄 048-775-8975
ツツミ  ユキオササキセツビ

桶川市川田谷6654番地の1 株式会社 新井管工事733 奈良原　勉 048-787-8181
ナラハラ           ツトムアライカンコウジ
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桶川市大字下日出谷6番地の1 株式会社 住宅サポート．Ｃ783 関　優樹 048-729-7172
セキ      ユウキジュウタクサポート．Ｃ

桶川市大字川田谷3515番地4 新井設備工事 株式会社890 新井　岳史 048-786-3541
アライ        タケシアライセツビコウジ

桶川市大字川田谷3552番の2 株式会社 大木水道520 大木　律子 048-787-0611
オオキ        リツコオオキスイドウ

桶川市南2丁目2番11号 有限会社 寿管工902 佐藤　克己 048-782-6638
サトウ        カツミコトブキカンコウ

桶川市南2丁目5番21号 株式会社 あまぬま939 天沼　毅大 048-773-2074
アマヌマ     タカヒロアマヌマ

桶川市北1丁目24番7号 岡野水道工業 有限会社858 岡野　直行 048-771-5699
オカノ        ナオユキオカノスイドウコウギョウ

加須市新川通420番地5 株式会社 丸山設備864 丸山　由紀子 0480-53-3040
マルヤマ     ユキコマルヤマセツビ

加須市中種足1529番地 株式会社 福田設備工業766 福田　美夫 0480-73-2848
フクダ        ヨシオフクダセツビコウギョウ

加須市北小浜２２７番地２ 宮本興業 株式会社965 宮本　登 0480-31-7296
ミヤモト     ノボルミヤモトコウギョウ

吉川市高富2丁目11番地13 有限会社 北立設備工業所646 篠田　正男 048-982-7881
シノダ        マサオホクリツセツビコウギョウショ

久喜市吉羽5丁目16番地4 有限会社 敏総合設備工事827 小島　敏行 0480-21-3085
コジマ        トシユキトシソウゴウセツビコウジ

久喜市久喜北1丁目10番4号 深作設備工業 株式会社636 深作　重雄 0480-21-3175
フカサク     シゲオフカサクセツビコウギョウ

久喜市栗橋中央2丁目19番29号 横井電気工業 株式会社942 横井　潤 0480-52-0771
ヨコイ        ジュンヨコイデンキコウギョウ

久喜市栗橋東4丁目7番22号 吉備工業 株式会社680 吉田　正明 0480-52-0777
ヨシダ        マサアキキビコウギョウ

久喜市佐間290番地の2 株式会社 ヤマグチ740 山口　道行 0480-52-5570
ヤマグチ     ミチユキヤマグチ

久喜市菖蒲町新堀2610番地6 株式会社 サカエヤ設備592 鎌田　勝美 0480-85-0507
カマタ        カツミサカエヤセツビ

久喜市菖蒲町台977番地 株式会社 鈴木総合設備885 鈴木　富男 0480-85-4111
スズキ        トミオスズキソウゴウセツビ

久喜市青毛4丁目6番地6 有限会社 鈴木設備867 鈴木　秀男 0480-23-4875
スズキ        ヒデオスズキセツビ

久喜市大字上早見579番地の13 有限会社 小関総合設備552 小関　譲 0480-22-6539
コセキ        ユズルコセキソウゴウセツビ

久喜市大字太田袋628番地 株式会社 岡野水道設備651 岡野　京生 0480-23-2181
オカノ        タカオオカノスイドウセツビ

久喜市北青柳1236番地の1 株式会社 カキヌマ707 柿沼　邦明 0480-23-4126
カキヌマ     クニアキカキヌマ

狭山市祇園20番地27-103 株式会社 グランドプラン847 岩田　睦 04-2959-1700
イワタ        ムツミグランドプラン

狭山市狭山台4丁目8番地の5 永大設備 株式会社919 永木　信明 042-950-5757
ナガキ        ノブアキエイダイセツビ

狭山市大字根岸６５６番地 株式会社 友信工業830 山本　慎太郎 04-2941-2444
ヤマモト     シンタロウユウシンコウギョウ

狭山市入間川2丁目21番24号 株式会社 アイトップ779 伊藤　隆弘 04-2952-2274
イトウ        タカヒロアイトップ

熊谷市久下1260番地 株式会社 中屋604 松本　峰司 048-523-2372
マツモト     タカシナカヤ

熊谷市原島1149-1 株式会社 ＫＥＮＳＨＯＷ892 中島　一弥 048-598-5610
ナカジマ     カズヤケンショウ

熊谷市箱田1丁目11番28号 白根設備 株式会社553 白根　陸夫 048-524-0235
シラネ        ムツオシラネセツビ

戸田市喜沢1丁目24番37号 株式会社 エコモ829 追川　義和 048-229-2551
オイカワ     ヨシカズエコモ

戸田市笹目4丁目11番地5 株式会社 市村設備機器560 市村　勉 048-421-4137
イチムラ     ツトムイチムラセツビキキ

戸田市上戸田5丁目22番4号 有限会社 大山設備719 大山　一 048-443-8567
オオヤマ     ハジメオオヤマセツビ

戸田市上戸田二丁目30番15 株式会社 ディー・ライト873 菊池　大輔 048-434-5451
キクチ        ダイスケディーライト

幸手市中1丁目12番33号 関根設備工業 株式会社777 関根　悦雄 0480-42-0087
セキネ        エツオセキネセツビコウギョウ

行田市桜町1丁目5番16号 小川工業 株式会社926 小川　貢三郎 048-554-4111
オガワ        コウザブロウオガワコウギョウ

行田市長野5丁目16番地1 森設備 株式会社814 森　弘光 048-556-2300
モリ      ヒロミツモリセツビ

鴻巣市宮前84番地1 有限会社 シンセイ894 須藤　真平 048-598-4134
スドウ        シンペイシンセイ

鴻巣市境79番地15 株式会社 桐宗工業955 平塚　隆行 048-578-7216
ヒラツカ     タカユキキリムネコウギョウ

鴻巣市広田3459番地12 桐原設備工業所 738 桐原　司朗 048-596-1842
キリハラ     シロウキリハラセツビコウギョウショ

坂戸市関間4丁目1番5号 株式会社 たなか住設797 田中　隆志 049-281-0009
タナカ        タカシタナカジュウセツ

坂戸市大字新堀175番地1 九鬼設備工業 925 九鬼　啓二 049-284-6404
クキ           ケイジクキセツビコウギョウ

坂戸市大字石井1736番地7 株式会社 産永933 小林　潤 049-298-3745
コバヤシ     ジュンサンエイ

坂戸市大字赤尾1923番地 有限会社 フジ産業714 吉山　光一 049-289-3349
ヨシヤマ     コウイチフジサンギョウ
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坂戸市塚越1203番地1 株式会社 くはら設備849 工原　竜太 049-280-8777
クハラ        リュウタクハラセツビ

坂戸市塚越237番地13 有限会社 アイル設備工業774 嶋田　智弘 049-282-4294
シマダ        トモヒロアイルセツビコウギョウ

三郷市中央2丁目1番地４ 株式会社 ＫＯＹＵ設備946 西川　功一 048-954-5345
ニシカワ     コウイチコーユーセツビ

三郷市彦川戸1丁目218番地15 近代住機 株式会社 埼玉支店 681 谷口　和廣 048-949-1191
タニグチ     カズヒロキンダイジュウキ

志木市下宗岡3丁目2番14号 株式会社 もたい設備工業937 罍　純一郎 048-424-8556
モタイ  ジュンイチロウモタイセツビコウギョウ

志木市下宗岡3丁目4番9号 株式会社 細田管工556 細田　訓由 048-473-7232
ホソダ        クニヨシホソダカンコウ

志木市中宗岡3丁目24番40号 明央産業 株式会社934 岩下　悟朗 048-473-5321
イワシタ     ゴロウメイオウサンギョウ

志木市中宗岡3丁目9番3号 光ビル1階 株式会社 タニムラ設備879 谷村　大地 048-487-2563
タニムラ     ダイチタニムラセツビ

児玉郡神川町大字原新田1097番地1 関東日精 株式会社768 田端　直幸 0495-77-3850
タバタ        ナオユキカントウニッセイ

春日部市永沼1262番地3 北辰住設 株式会社670 安藤　泰宏 048-812-5510
アンドウ     ヤスヒロホクシンジュウセツ

春日部市永沼629番地2 株式会社 気水設備874 細野　明義 048-876-9990
ホソノ        ミツギキスイセツビ

春日部市下柳1285番地1 さいたま設備工業 936 平井　学 048-812-4646
ヒライ        マナブサイタマセツビコウギョウ

春日部市花積274番地2 田辺設備工業所 684 田邊　光春 048-754-1348
タナベ        ミツハルタナベセツビコウギョウショ

春日部市小渕30番地7 利根川設備 688 清水　一人 048-752-4092
シミズ        カズヒトトネガワセツビ

春日部市上大増新田19番地1 平井管工 株式会社644 飛田　美佐子 048-872-7612
ヒダ           ミサコヒライカンコウ

春日部市水角848番地 有限会社 サトウ住設698 箕輪　英博 048-718-3600
ミノワ        ヒデヒロサトウジュウセツ

春日部市谷原新田1404番地 有限会社 本田工業690 倉田　実樹 048-736-2929
クラタ        ミキホンダコウギョウ

春日部市備後西3丁目5番40号 株式会社 千葉工業754 千葉　哲也 048-735-6660
チバ           テツヤチバコウギョウ

春日部市武里中野472番地1 タイヨー設備 有限会社807 小林　紘生 048-737-0841
コバヤシ     ヒロオタイヨーセツビ

春日部市米島1185番地55 有限会社 滝本商店764 滝本　勝明 048-746-1025
タキモト     マサアキタキモトショウテン

春日部市豊野町2丁目32番地19 正和工業 株式会社691 横田　生樹 048-736-6111
ヨコタ        セイジュショウワコウギョウ

春日部市立野610番地 高橋設備工業 株式会社731 髙橋　哲也 048-748-1412
タカハシ     テツヤタカハシセツビコウギョウ

春日部市緑町1丁目15番19号 有限会社 上澤設備586 上澤　明 048-735-5915
ウエザワ     アキラウエザワセツビ

春日部市緑町6丁目10番26号 有限会社 村田設備678 大木　康雄 048-737-5843
オオキ        ヤスオムラタセツビ

所沢市宮本町1丁目7番11号 有限会社 松本設備工業所837 松尾　和彦 04-2922-5911
マツオ        カズヒコマツモトセツビコウギョウジョ

所沢市三ケ島2丁目925番地の13 城島設備工業 株式会社854 城島　拓児 04-2948-8737
ジョウジマ  タクジジョウジマセツビコウギョウ

所沢市山口2686番地33 株式会社 ブルーライン944 清水　謙二 04-2902-6469
シミズ        ケンジブルーライン

所沢市大字山口2531番地5 株式会社 積壱　所沢営業所861 山本　誠四郎 042-008-1675
ヤマモト     セイシロウセキイチ　トコロザワエイギョウショ

所沢市大字中富752番地18 有限会社 水工社611 名取　茂 04-2942-3245
ナトリ        シゲルスイコウシャ

所沢市緑町3丁目12番17号 有限会社 松原設備メンテナンス910 松原　健 04-2925-4351
マツバラ     ケンマツバラセツビメンテナンス

上尾市愛宕1丁目9番13号 株式会社 上尾サービスセンター650 安藤　武志 048-771-0907
アンドウ     タケシアゲオサービスセンター

上尾市壱丁目南16番地1 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｭｱ201号 合同会社　マツザキ 897 松崎　康行 048-717-1519
マツザキ     ヤスユキゴウドウガイシャ　マツザキ

上尾市壱丁目南18番地1 有限会社 松沢設備908 松澤　孝一 048-726-3350
マツザワ     コウイチマツザワセツビ

上尾市栄町1番4号 上尾ガス水道設備 株式会社501 山本　明彦 048-771-0183
ヤマモト     アキヒコアゲオガススイドウセツビ

上尾市錦町1番地18 株式会社 中村設備工業所510 中村　博 048-773-8733
ナカムラ     ヒロシナカムラセツビコウギョウショ

上尾市錦町35番地10 五戸設備 916 五戸　順二 048-699-2055
ゴノヘ        ジュンジゴノヘセツビ

上尾市原新町1番1号 有限会社 中村水道設備509 中村　好弘 048-771-2703
ナカムラ     ヨシヒロナカムラスイドウセツビ

上尾市向山2丁目11番地11 有限会社 ケーエス設備工業727 小林　秀匡 048-781-6774
コバヤシ     ヒデマサケーエスセツビコウギョウ

上尾市向山2丁目20番地15 株式会社 早田工務店775 早田　幸雄 048-781-1298
ソウダ        ユキオソウダコウムテン

上尾市小泉7丁目30番地33 有限会社 日栄水道建設931 野篠　孝良 048-781-2789
ノジノ        タカヨシニチエイスイドウケンセツ

上尾市小泉9丁目3番地14 株式会社 金子設備502 金子　光利 048-773-6057
カネコ        ミツトシカネコセツビ

上尾市上平中央2丁目36番地2 株式会社 大川工業所817 大川　二三夫 048-771-5219
オオカワ     フミオオオカワコウギョウショ
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上尾市須ケ谷1丁目182番地 株式会社 エヌテック877 黒須　紀広 048-792-0420
クロス        ノリヒロエヌテック

上尾市菅谷2丁目9番地 関東プラント 株式会社607 菅原　道俊 048-778-1626
スガワラ     ミチトシカントウプラント

上尾市西宮下3丁目278番地 有限会社 共立設備591 秋山　伸二 048-771-1086
アキヤマ     シンジキョウリツセツビ

上尾市大字壱丁目464番地7 サンエス設工 有限会社850 大室　信夫 048-780-7681
オオムロ     ノブオサンエスセコウ

上尾市大字瓦葺1504番地23 有限会社 無限総業627 岡安　大和 048-662-8738
オカヤス     ヤマトムゲンソウギョウ

上尾市大字今泉365番地12 株式会社 中央設備工業762 永井　伸剛 048-725-3232
ナガイ        ノブヒサチュウオウセツビコウギョウ

上尾市大字今泉80番地3 株式会社 田代水道設備507 田代　一実 048-781-1068
タシロ        カズミタシロスイドウセツビ

上尾市大字上1622番地の5 出浦建設 株式会社788 秋山　正彦 048-771-6463
アキヤマ     マサヒコイデウラケンセツ

上尾市大字地頭方441番地7 有限会社 三幸システム企画504 田中　潔 048-781-3405
タナカ        キヨシサンコウシステムキカク

上尾市大字平塚2558番地4 アサヒ住建 株式会社574 箕輪　登 048-773-8513
ミノワ        ノボルアサヒジュウケン

上尾市大字平塚3010番地3 株式会社 やなぎ869 柳　康次郎 048-772-5197
ヤナギ  コウジロウヤナギ

上尾市大字平方1300番地10 有限会社 茜水道724 荒舩　正志 048-725-1110
アラフネ     マサシアカネスイドウ

上尾市大字平方1549番地の10 有限会社 八千代流設工業514 柴　誠 048-781-2430
シバ      マコトヤチヨリュウセツコウギョウ

上尾市大字平方3540番地2 株式会社 井口工業704 井口　新二 048-726-2793
イグチ        シンジイグチコウギョウ

上尾市大字平方領々家639番地 株式会社 サイサン　埼玉支店62 川本　武彦 048-780-7531
カワモト     タケヒコサイサン　サイタマシテン

上尾市谷津2丁目5番10号 シミズ設備工業 株式会社505 清水　義憲 048-773-5676
シミズ        ヨシノリシミズセツビコウギョウ

上尾市地頭方441番地7 株式会社 じぇいえす埼玉860 久保江　宏 048-725-8820
クボエ              ヒロシジェイエスサイタマ

上尾市柏座3丁目1番4号 有限会社 関口水道757 関口　美津雄 048-771-7935
セキグチ     ミツヲセキグチスイドウ

上尾市弁財2丁目2番37号 株式会社 光進設備503 飯沼　冨郎 048-776-2711
イイヌマ     トミロウコウシンセツビ

新座市栄5丁目10番41号 有限会社 システムプラミングちの922 茅野　雅史 048-478-1508
チノ           マサシシステムプラミングチノ

新座市栗原5丁目17番22号 Aフィールド2F株式会社 WATER WORKS WAT938 綿貫　篤 042-424-0234
ワタヌキ     アツシワォーターワークスワット

新座市石神2丁目3番11号 有限会社 福留設備工業758 福留　準一 048-481-7476
フクトメ     ジュンイチフクトメセツビコウギョウ

新座市池田2丁目2番35号 株式会社 磯野商事737 磯野　多加江 048-478-2282
イソノ        タカエイソノショウジ

新座市馬場1丁目9番29号 有限会社 小原設備工業603 小原　正吾郎 048-487-8977
オバラ        ショウゴロウオバラセツビコウギョウ

新座市馬場4丁目13番1号 株式会社 埼京住設工業750 関根　孝成 048-481-8516
セキネ        タカナリサイキョウジュウセツコウギョウ

新座市片山1丁目15番31号 横田設備工業株式会社 埼玉支店 713 横田　健二 048-479-9404
ヨコタ        ケンジヨコタセツビコウギョウカブシキカイシャ

新座市本多1丁目12番5号 有限会社 神田設備工業615 神田　茂 048-478-1744
カンダ        シゲルカンダセツビコウギョウ

新座市本多1丁目14番57号 3F 株式会社 新成設備工業722 関根　明 048-489-5358
セキネ        アキラシンセイセツビコウギョウ

深谷市東方町2丁目7番地13 ツカサエンジニアリングサービス 833 橋本　敏司 048-572-7138
ハシモト     トシジツカサエンジニアリングサービス

深谷市東方町5丁目15番地6 有限会社 御所設備812 田仲　康彦 048-573-2833
タナカ        ヤスヒコゴセセツビ

川越市下広谷512番地1 株式会社 小髙設備730 小高　匡哉 049-239-3900
オダカ        マサヤオダカセツビ

川越市岸町1丁目10番地5 有限会社 吉野水道工業所878 吉野川　敏雄 049-222-1259
ヨシノガワ        トシオヨシノスイドウコウギョウショ

川越市岸町1丁目15番地16 埼玉設備工業 株式会社547 有山　紀之 049-241-4343
アリヤマ     ノリユキサイタマセツビコウギョウ

川越市喜多町3番地6 有限会社 高橋設備784 高橋　一善 049-222-1324
タカハシ     カズヨシタカハシセツビ

川越市鯨井新田45番地2　ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾙ4F 株式会社 彩水設備911 森田　正史 049-298-6130
モリタ        マサシサイスイセツビ

川越市寿町1丁目2394番地14 三洋埼玉設備 株式会社79 石山　鈴子 049-265-6421
イシヤマ     スズコサンヨウサイタマセツビ

川越市大字下広谷1110番地4 中央設備 901 小野　清光 049-298-6078
オノ           キヨミツチュウオウセツビ

川越市大字久下戸4667番地2 株式会社 幕田興業923 幕田　覚 049-293-2303
マクタ        サトルマクタコウギョウ

川越市大字今成4丁目31番地24 白石設備 287 白石　勝 049-215-9962
シライシ     マサルシライシセツビ

川越市大字寺山843番地9 俊有設備 924 佐藤　俊久 049-214-0305
サトウ        トシヒサシュンユウセツビ

川越市大字上寺山458番地10 株式会社 伊藤住設545 関口　良伸 049-226-5071
セキグチ     ヨシノブイトウジュウセツ

エコアシスト 914 斉木　絵里 070-4129-0757
サイキ        エリエコアシスト 川越市大字大仙波954番地1

ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ川越604
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川越市大字的場2215番地5 株式会社 牛村水道工業761 牛村　淳一 049-231-0809
ウシムラ     ジュンイチウシムラスイドウコウギョウ

川越市中台元町1丁目5番地15 有限会社 湯山設備工業所793 酒寄　幹弘 049-242-5064
サカヨリ     ミキヒロユヤマセツビコウギョウジョ

川口市安行吉岡1566番地の32 株式会社 大久保設備808 大久保　務 048-287-3124
オオクボ           ツトムオオクボセツビ

川口市安行吉蔵1-18 有限会社 スズキ住設889 鈴木　重夫 048-290-3660
スズキ        シゲオスズキジュウセツ

川口市元郷5丁目9番13号 株式会社 カタノ600 片野　公輔 048-222-5260
カタノ        コウスケカタノ

川口市戸塚1丁目5-10　3階 ミサワホーム建設 株式会社513 高橋　吉教 048-721-8411
タカハシ     ヨシノリミサワホームケンセツ

川口市江戸3丁目17-11 有限会社 大洋管工設備904 渡邊　洋二郎 048-287-0035
ワタナベ     ヨウジロウタイヨウカンコウセツビ

川口市江戸袋1丁目10番10号 株式会社 ヒラオカ540 平岡　一太 048-281-0822
ヒラオカ     イチタヒラオカ

川口市差間2丁目18番3号 有限会社 フタバ設備542 近藤　清 048-294-1051
コンドウ     キヨシフタバセツビ

川口市差間3丁目11番12号 有限会社 浅倉ポンプ店526 小林　仁 048-296-1986
コバヤシ     ヒトシアサクラポンプテン

川口市芝下2丁目25番3号 有限会社 渡辺設備786 佐藤　利彦 048-265-9021
サトウ        トシヒコワタナベセツビ

川口市芝宮根町１１番２号 株式会社 Fine963 茂木　義行 048-485-9707
モギ           ヨシユキファイン

川口市芝西２丁目３０番１３号 小林工業 951 小林　誉史 048-261-3768
コバヤシ     タカシコバヤシコウギョウ

川口市芝樋ノ爪1丁目2番12号 株式会社 コスモホーム建設工業810 青山　渉 048-268-6888
アオヤマ     ワタルコスモホームケンセツコウギョウ

川口市上青木1丁目21番12号 有限会社 ＪＷＳマルタカ711 古田　正広 048-250-6780
フルタ        マサヒロジェイダブルエスマルタカ

川口市上青木2丁目2番15号 株式会社 大木設備734 大木　正一 048-262-1612
オオキ        ショウイチオオキセツビ

川口市上青木5丁目2番3号 かっぱ工業 株式会社883 浅香　陽 048-266-2488
アサカ        ヨウカッパコウギョウ

川口市上青木西3丁目6番34号 株式会社 サン設備622 小坂　廣繼 048-269-1594
コサカ        ヒロツグサンセツビ

川口市青木2丁目9番29号 株式会社 岸土木742 岸　清一 048-253-2384
キシ      キヨカズキシドボク

川口市青木3丁目27番13号 笛木水道 株式会社541 笛木　大 048-251-5732
フエキ        ダイフエキスイドウ

川口市前川2丁目41番12号 株式会社 浅倉設備525 浅倉　明 048-265-7548
アサクラ     アキラアサクラセツビ

川口市前川2丁目44番24号 有限会社 斉藤設備工業535 齊藤　一男 048-266-2352
サイトウ     カズオサイトウセツビコウギョウ

川口市前川3丁目17番9号 有限会社 梅沢水道532 梅澤　和夫 048-265-7739
ウメザワ     カズオウメザワスイドウ

川口市大字安行104番地 宇田庄園 868 宇田川　政男 048-296-2066
ウダガワ           マサオウダショウエン

川口市大字安行原1679番地 株式会社 フソウ928 田中　芳昭 048-295-3584
タナカ        ヨシアキフソウ

川口市大字安行原930番地の76 有限会社 里工業927 佐藤　孝一 048-242-3751
サトウ        コウイチサトコウギョウ

川口市大字安行慈林50番地の9 株式会社 ダイコウ設備941 大沼　幸雄 048-286-5711
オオヌマ     ユキオダイコウセツビ

川口市大字安行領根岸1167番地 有限会社 友好設備736 竹田　茂 048-287-0666
タケダ        シゲルユウコウセツビ

川口市大字安行領根岸1845番地16 テイ工業 907 丁　思敏 048-282-5840
テイ      シミンテイコウギョウ

川口市大字源左衛門新田203番地の51 カワヒロ設備工業 株式会社836 川鍋　洋 048-234-3009
カワナベ     ヒロシカワヒロセツビコウギョウ

川口市大字芝7028番地の34 株式会社 雅工業945 佐々木　雅宏 048-269-1611
ササキ              マサヒロミヤビコウギョウ

川口市大字小谷場50番地 有限会社 清宮水道534 清宮　富夫 048-265-0340
キヨミヤ     トミオキヨミヤスイドウ

川口市大字神戸５５９番地１ 株式会社 アクアフレンド966 渡邉　恒雄 048-287-3107
ワタナベ     ツネオアクアフレンド

川口市大字西立野672番地 今津建設 株式会社841 今津　泰 048-295-6426
イマヅ        ヤスシイマヅケンセツ

川口市大字石神1875番地1 有限会社 吉沢設備798 吉澤　健一 048-299-5216
ヨシザワ     ケンイチヨシザワセツビ

川口市大字赤井1104番地 岡本設備工業 776 岡本　憲二 048-282-4321
オカモト     ケンジオカモトセツビコウギョウ

川口市大字前野宿39番7号 有限会社 オカノ設備744 岡野　崇 048-286-3148
オカノ        タカシオカノセツビ

川口市大字峯810番地の12 株式会社 荒川設備855 荒川　龍二 048-297-8999
アラカワ     リュウジアラカワセツビ

川口市大字木曽呂829番地の5 有限会社 正力設備751 上村　正一 048-296-8978
カミムラ     ショウイチショウリキセツビ

川口市大字里1011番地10 有限会社 渡辺水道工業所929 渡邊　高行 048-281-3540
ワタナベ     タカユキワタナベスイドウコウギョウショ

川口市朝日5丁目9番22号 株式会社 Por'Ti'Familia845 川村　光博 048-420-9110
カワムラ     ミツヒロポルティファミリア

尾関設備工業 824 尾関　友康 048-294-2358
オゼキ        トモヨシオゼキセツビコウギョウ 川口市東川口4丁目11番2-303号

アムール参番館
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川口市東本郷906番地 大同管工設備 有限会社756 稲田　稔 048-281-2967
イナダ        ミノルダイドウカンコウセツビ

川口市道合136番地 株式会社 三輝856 小池　崇文 048-281-1091
コイケ        タカフミサンキ

川口市南鳩ヶ谷6丁目6番13号 株式会社 中島水道568 佐竹　雄一 048-281-1140
サタケ        ユウイチナカジマスイドウ

川口市北原台3丁目16番9 株式会社 新光工業96 吉澤　俊輔 048-229-6823
ヨシザワ     シュンスケシンコウコウギョウ

川口市本前川3丁目5番8号 有限会社 増戸設備工業所544 増戸　利男 048-265-9916
マスド        トシオマスドセツビコウギョウショ

川口市本町4丁目13番3-107号 株式会社 川口水道851 増田　喬歳 048-222-3008
マスダ        タカトシカワグチスイドウ

川口市柳崎2丁目25番31号 有限会社 磯部設備747 磯部　寿晴 048-269-0352
イソベ        トシハルイソベセツビ

川口市柳崎2丁目4番8号 有限会社 西野水道538 西野　亨 048-267-6494
ニシノ        トオルニシノスイドウ

川口市柳崎5丁目17番3号 エフシー・サービス 株式会社28 澤地　洋政 048-458-0928
サワチ        ヒロマサエフシー・サービス

川口市柳崎三丁目5番16号 株式会社 ワタナベ工業961 渡邊　純也 048-278-5277
ワタナベ     ジュンヤワタナベコウギョウ

川口市領家２丁目１７番２５号 翡水 952 後谷　悠 080-3128-0120
ゴウタニ     ユウキヒスイ

草加市金明町186番地8 株式会社 斉藤興業654 磯部　孝志 048-941-2604
イソベ        タカシサイトウコウギョウ

草加市住吉2丁目4番3号 株式会社 井戸梅652 渡邉　勝 048-922-3413
ワタナベ     マサルイドウメ

草加市瀬崎6丁目18番18号 株式会社 ユーワテック 埼玉支店848 森山　雄介 048-925-5613
モリヤマ     ユウスケユーワテック サイタマシテン

草加市清門3丁目43番地13 株式会社 大翔建設865 大塚　修久 048-942-4109
オオツカ     ノブヒサダイショウケンセツ

草加市西町1340番地5 株式会社 大野設備947 大野　和馬 048-961-8333
オオノ        カズマオオノセツビ

草加市西町17番地3 高橋ビル３F有限会社 テクノトライ801 小野　祥久 048-927-4594
オノ           ヨシヒサテクノトライ

草加市青柳3丁目27番11号 株式会社 東和商会 草加営業所787 野田　昌宏 048-933-1717
ノダ           マサヒロトウワショウカイ　ソウカエイギョウショ

草加市青柳3丁目34番5号 株式会社 小林設備610 小林　秀樹 048-932-2760
コバヤシ     ヒデキコバヤシセツビ

草加市長栄2丁目36番地34 長栄建設工業 株式会社759 落合　祥一 048-942-2942
オチアイ     ショウイチチョウエイケンセツコウギョウ

草加市両新田西町246番地 有限会社 東洋開発558 佐藤　昌彦 048-928-5520
サトウ        マサヒコトウヨウカイハツ

鶴ヶ島市新町3丁目21番地102 有限会社 川﨑設備工業920 川﨑　五郎 049-286-7041
カワサキ     ゴロウカワサキセツビコウギョウ

鶴ヶ島市大字藤金890番地34 西東京日設 915 古森　高志 080-6658-1503
コモリ        タカシニシトウキョウニッセツ

東松山市石橋1696番地4 株式会社 ユーライフ857 梅澤　弘年 0493-81-5678
ウメザワ     ヒロトシユーライフ

東松山市大字大谷4864番地4 晴耕設備 811 加藤　弘司 0493-39-5979
カトウ        ヒロシセイコウセツビ

東松山市大字毛塚894番地5 有限会社 飯村設備工業900 飯村　卓 0493-35-0566
イイムラ     スグルイイムラセツビコウギョウ

南埼玉郡宮代町字山崎745番地2 株式会社 中村工業所 宮代営業所697 瀬口　卓 0480-32-4817
セグチ        タカシナカムラコウギョウショ

南埼玉郡宮代町字中21番地25 有限会社 福商903 福田　年和 0480-33-4043
フクダ        トシカズフクショウ

南埼玉郡宮代町字姫宮375番地 有限会社 小河原設備905 小河原　秀行 0480-33-0391
オガハラ           ヒデユキオガハラセツビ

南埼玉郡宮代町東331番地6 株式会社 空衛設備859 古谷　哲一 0480-37-3317
フルヤ        ノリカズクウエイセツビ

南埼玉郡宮代町百間3丁目9番24号 株式会社 岩崎設備583 古谷　豊 0480-35-0088
フルヤ        ユタカイワサキセツビ

南埼玉郡宮代町本田4丁目10番32号 株式会社 木村設備746 木村　勝 0480-32-7788
キムラ        マサルキムラセツビ

南埼玉郡宮代町本田5丁目9番20号 有限会社 優輝設備796 小林　和也 0480-33-5508
コバヤシ     カズヤユウキセツビ

入間郡三芳町大字藤久保1122番地4 株式会社 オチアイ717 落合　みつ子 049-258-6772
オチアイ     ミツコオチアイ

入間郡三芳町大字藤久保6404番地 株式会社 マルナカ設備工業749 仲野　紀男 049-258-2343
ナカノ        ノリオマルナカセツビコウギョウ

入間市宮寺3145番地1 株式会社 忠光516 佐藤　忠光 042-934-5337
サトウ        タダミツチュウコウ

入間市小谷田１丁目１１番３７号 株式会社 リグランド　入間営業所954 相川　俊 042-306-2176
アイカワ     シュンリグランド　イルマエイギョウショ

入間市新久６６９－５０ 株式会社 武蔵設備960 水村　貴幸 04-2963-2922
ミズムラ     タカユキムサシセツビ

入間市大字上藤沢398番地42 有限会社 ファイン712 川口　泰史 04-2964-6649
カワグチ     ヤスフミファイン

入間市大字中神593番地1 森田設備工業 株式会社828 森田　裕介 04-2936-1718
モリタ        ユウスケモリタセツビコウギョウ

白岡市下野田809 株式会社 享和579 立川　亨 0480-92-2345
タチカワ     トオルキョウワ

白岡市荒井新田83番地の2 株式会社 エハラ設備602 江原　順和 0480-97-0058
エハラ        ヨシカズエハラセツビ
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白岡市小久喜1161番地3 株式会社 弓木電設社581 弓木　裕一 0480-92-6983
ユミキ        ヒロカズユミキデンセツシャ

白岡市西8丁目15番地1 株式会社 山田設備工業580 山田　豊 0480-92-2251
ヤマダ        ユタカヤマダセツビコウギョウ

白岡市千駄野862番地4 守合設備640 細田　進 0480-53-3988
ホソダ        ススムモリアイセツビ

白岡市太田新井458番地の3 有限会社 木村住設872 木村　祐司 0480-92-2626
キムラ        ユウジキムラジュウセツ

八潮市大字大曽根1232番地1 弘和工業 株式会社806 白石　和彦 048-994-5236
シライシ     カズヒココウワコウギョウ

八潮市大字木曽根815-3 株式会社 エーピーエス　埼玉支店964 中山　博 048-999-5362
ナカヤマ     ヒロシエーピーエス　サイタマシテン

八潮市八潮4丁目18番地9 株式会社 市原水道興業653 市原　正義 048-994-0255
イチハラ     マサヨシイチハラスイドウコウギョウ

飯能市大字笠縫157番地5 株式会社 皆進815 恒遠　宏幸 042-971-5250
ツネトウ     ヒロユキカイシン

飯能市大字双柳5番地8 青木土木工業 株式会社888 青木　享洋 042-978-7513
アオキ        タカヒロアオキドボクコウギョウ

比企郡滑川町大字伊古158番地1 有限会社 平設備913 平　志伸 0493-57-1157
タイラ  シノブタイラセツビ

比企郡吉見町大字久保田新田141番地7 有限会社 瀬山設備工業871 瀬山　敦 0493-54-0142
セヤマ        アツシセヤマセツビコウギョウ

比企郡吉見町大字長谷1114番地23 有限会社 矢内住設932 矢内　正道 0493-54-0221
ヤナイ        マサミチヤナイジュウセツ

比企郡吉見町大字長谷722番地20 Ｋ設備 782 菊地　浩文 0493-54-6362
キクチ        ヒロブミケーセツビ

比企郡川島町大字上伊草1364番地 株式会社 いいじま628 飯島　良夫 049-297-0457
イイジマ     ヨシオイイジマ

比企郡川島町大字上伊草821番地1 マツオ興業 株式会社875 松尾　弘弥 049-297-0792
マツオ        ヒロヤマツオコウギョウ

富士見市大字水子2855番地1 有限会社 平成開発工業835 熊谷　實 049-255-0355
クマガイ     ミノルヘイセイカイハツコウギョウ

富士見市鶴瀬東1丁目10番34号 株式会社 アクトプランニング795 高野　美明 049-251-1001
タカノ        ヨシアキアクトプランニング

北葛飾郡松伏町大字松伏2631番地1 有限会社 松山水道設備701 松山　由紀子 048-991-2469
マツヤマ     ユキコマツヤマスイドウセツビ

北葛飾郡松伏町田中1-4-1 株式会社 ライフィット853 眞仲　俊雄 048-940-3012
マナカ        トシオライフィット

北葛飾郡杉戸町杉戸2丁目16番15号 株式会社 大三582 持田　康博 0480-37-2411
モチダ        ヤスヒロダイサン

北葛飾郡杉戸町杉戸4丁目2番13号 株式会社 テンフォワード957 武井　淳一 0480-31-8924
タケイ        ジュンイチテンフォワード

北葛飾郡杉戸町杉戸5-5-12 株式会社 ハマノ962 浜野　登 0480-31-1318
ハマノ        ノボルハマノ

北葛飾郡杉戸町大字宮前137番地56 株式会社 熊谷設備工業693 熊谷　康比古 0480-38-0043
クマガイ     ヤスヒコクマガイセツビコウギョウ

北葛飾郡杉戸町大字佐左ヱ門788番地3 有限会社 ジャパン管工638 関根　裕貴 0480-36-5521
セキネ        ユウキジャパンカンコウ

北葛飾郡杉戸町大字杉戸2612番地1 株式会社 サンケイ671 関口　真樹 0480-31-1545
セキグチ     マサキサンケイ

北葛飾郡杉戸町堤根４４３４-８ 株式会社 一設備工業958 宮内　一 048-812-7974
ミヤウチ     ハジメハジメセツビコウギョウ

北足立郡伊奈町栄1丁目83番地 株式会社 ブルーホース300 實　宏樹 048-884-8518
サネ      ヒロキブルーホース

北足立郡伊奈町大字小室4684番地5 カナモリ産業 株式会社780 川田　金造 048-722-8601
カワタ        キンゾウカナモリサンギョウ

北足立郡伊奈町大字小室9834番地1 株式会社 森谷設備732 森谷　正美 048-721-4760
モリヤ        マサミモリヤセツビ

北足立郡伊奈町大字大針1335番地12 有限会社 平柳設備576 平栁　浩二 048-721-1635
ヒラヤナギ  コウジヒラヤナギセツビ

北足立郡伊奈町内宿台5丁目102番地 有限会社 北沢設備工業741 田口　充 048-728-2404
タグチ        ミツルキタザワセツビコウギョウ

北本市石戸4丁目323番地 茂木設備工業 843 茂木　教孝 048-591-2032
モギ           ノリタカモギセツビコウギョウ

北本市石戸5丁目268番地 株式会社 泉山設備549 泉山　健太郎 048-592-7510
イズミヤマ  ケンタロウイズミヤマセツビ

北本市中央4丁目68番地2 株式会社 スカイホーム899 西田　滿 048-592-0111
ニシダ        ミツルスカイホーム

北本市中央4丁目74番地 アテックス 株式会社790 夏川　英雄 048-590-5707
ナツカワ     ヒデオアテックス

北本市本宿5丁目98番地 有限会社 大島設備725 大島　茂樹 048-591-3767
オオシマ     シゲキオオシマセツビ

北本市本町4丁目99番地 有限会社 長島設備商会635 長島　規雅 048-591-1304
ナガシマ     ノリマサナガシマセツビショウカイ

北本市緑二丁目２６２番地 有限会社 シンセイ953 新井　章司 048-580-6688
アライ        ショウジシンセイ

本庄市緑1丁目6番1号 内田基興 株式会社823 内田　安敏 0495-24-2257
ウチダ        ヤストシウチダキコウ

蓮田市西新宿5丁目137 ＴＹＳサービス 881 安江　浩二 048-747-5065
ヤスエ        コウジティーワイエスサービス

蓮田市大字井沼788番地5 株式会社 渡辺設備949 渡邉　一志 048-812-5721
ワタナベ     ヒトシワタナベセツビ

蓮田市大字江ヶ崎1177番地の7 本沢住設 株式会社689 本澤　孝夫 048-764-1924
ホンザワ     タカオホンザワジュウセツ
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蓮田市大字江ヶ崎1711番地 株式会社 共栄設備565 稲橋　栄 048-768-2012
イナハシ     サカエキョウエイセツビ

蓮田市大字根金1785番地 郷設備599 郷　信行 048-766-6646
ゴウ      ノブユキゴウセツビ

蓮田市大字根金896-18 有限会社 小山設備683 小山　實 048-766-3355
コヤマ        ミノルコヤマセツビ

蓮田市東3丁目10番13号 岩崎工業 株式会社608 池田　太司 048-768-2181
イケダ        フトシイワサキコウギョウ

和光市南１－２０－３９ 株式会社 みず処959 本間　一善 080-9806-4976
ホンマ        カズヨシミズドコロ

和光市南1丁目13番2号 ｉｐｅｘ 株式会社917 浅野　一平 048-201-1567
アサノ        イッペイイペックス

和光市白子3丁目26番64号 有限会社 優駿設備950 大谷木　幸弘 048-450-2323
オオヤギ           ユキヒロユウシュンセツビ

蕨市中央2丁目31番1号 小林設備工業 株式会社573 小林　宏規 048-431-5168
コバヤシ     ヒロノリコバヤシセツビコウギョウ

蕨市中央7丁目51番10号 株式会社 竹内設備708 竹内　定夫 048-445-2243
タケウチ     サダオタケウチセツビ

蕨市塚越6丁目13番5号 ワラビ商工 株式会社800 石崎　友弥子 048-441-4013
イシザキ     ユミコワラビショウコウ

蕨市南町3丁目8番5号 株式会社 ムサシ埼栄748 田尻　重男 048-441-1144
タジリ        シゲオムサシサイエイ
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