昭島市指定給水装置工事事業者一覧
平成30年6月21日現在
指定
番号

事業者名

住

所

電話番号

代 表 者

指定日

1

(株)榎本工務店

昭島市昭和町5-3-7

042-541-0329 榎本 博充

平成10年 4月 1日

2

(株)昭和設備工業所

昭島市緑町1-9-26

042-541-3753 川鍋 弘文

平成10年 4月 1日

3

欠番

4

(有)エコアース

昭島市美堀町5-9-1

042-541-1386 櫛田 正之

平成10年 4月 1日

5

(有)原島組

昭島市中神町1-14-6

042-546-5659 原島 和敏

平成10年 4月 1日

6

欠番

7

(株)石川工業所

昭島市松原町5-24-17

042-541-1129 宮嵜 聖一

平成10年 4月 1日

8

東京ガスリビングエンジニアリン
グ(株)

港区芝4-9-4 芝浜ビル

03-5445-2828 松田 明彦

平成27年 7月24日

9

欠番

10 (株)奥山設備

昭島市中神町2-25-18

042-543-5491 奥山 雅英

平成10年 4月 1日

11 (株)浅井設備

昭島市田中町2-1-43

042-541-1987 清水 吉仁

平成10年 4月 1日

12 (有)宮本設備工業

昭島市拝島町2-11-25

宮本 光雄

平成10年 4月 1日

13 (株)福島工業所

昭島市朝日町3-6-19

042-543-3371 福島 篤

平成10年 4月 1日

14 (有)野口水道

あきる野市瀬戸岡299-6

042-550-4266 野口 吉夫

平成10年 6月22日

15 (株)大和管工

昭島市田中町2-1-40

042-544-1530 芝田 勝人

平成10年 4月 1日

16 (株)中村工業所

昭島市郷地町1-6-15

042-541-0161 中村 哲雄

平成10年 4月 1日

17 (株)開成

羽村市栄町2-22-2

042-555-3251 島田 和史

平成10年 7月15日

19 (株)森武工務店

瑞穂町殿ヶ谷804-12

042-556-2603 三浦 敏廣

平成10年 7月28日

20 (株)アーイング

あきる野市雨間650-1

042-558-5555 臼井 豊

平成10年 8月 6日

22 大黒設備工業(株)

武蔵村山市三ツ木1-36-1

042-560-8679 比留間 重次

平成10年 8月14日

23 榎本工業(株)

瑞穂町箱根ヶ崎2344-2

042-557-0206 榎本 博

平成10年 8月17日

24 秋山建設(株)

昭島市松原町5-8-15

042-541-4838 近藤 清

平成10年 8月18日

25 (有)村山衛生設備

武蔵村山市岸3-3-4

042-560-1840 荒井 英治

平成10年 8月19日

26 (有)望月設備工業

あきる野市山田968-1

042-533-0171 北井 正敏

平成10年 8月28日

27 (株)朝日冷熱工業

昭島市朝日町2-1-8

042-541-3394 中村 健二郎

平成10年 9月 7日

28 (有)白崎設備工業

国分寺市富士本3-20-15

042-576-8336 白崎 守康

平成10年 9月22日

29 (株)新倉工務店

国立市東2-12-3

042-575-0241 新倉 昇

平成10年 9月25日

31 吉川施設工業(株)

東大和市芋窪5-1238-4

042-564-5553 吉川 五郎

平成10年10月 5日

32 丸益建設(株)

西東京市富士町4-18-15

042-469-1188 鳥丸 大輔

平成10年10月 8日

33 菱熱工業(株)

大田区南馬込2-29-17

03-3778-2111 近藤 貢

平成10年10月12日

34 東邦管工建設(株)

豊島区西巣鴨1-37-9

03-3917-2644 富永 幸子

平成10年10月15日

35 (有)ナカムラ設備工業

あきる野市油平193-9

042-550-1815 中村 敏司

平成10年10月28日

36 (有)北陽設備

昭島市拝島町4-19-10

042-544-5883 北林 聰

平成10年11月16日

37 (株)ホシノ

あきる野市二宮2406

042-550-1132 星野 久

平成10年11月20日

38 山羽工業(株)

藤沢市渡内2-2-7

0466-25-2535 山根 博正

平成10年11月25日

39 伊吹住設(株)

羽村市富士見平2-18-12

042-555-4413 島田 哲一郎

平成10年12月 1日

40 (株)共同サービス

渋谷区円山町14-11

03-3410-6000 石川 智

平成11年 2月 8日

18 欠番

21 欠番

30 欠番
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41 (株)田口設備

東大和市清水3-888

042-561-1501 田口 誠一

平成11年 2月16日

42 (株)白石工業

府中市浅間町3-11-18

042-365-4110 白石 若信

平成11年 2月18日

43 比留間設備工業所

青梅市新町8-27-5

0428-31-3000 比留間 敏和

平成11年 3月 8日

44 (有)カワカミ

東村山市多摩湖町1-24-1

042-392-0626 川上 健治

平成11年 3月16日

45 (株)岡村設備工業

武蔵村山市中原1-16-17

042-560-7356 岡村 教明

平成11年 3月17日

46 (有)金子設備工業

あきる野市草花1902-23

042-559-2597 金子 孝司

平成11年 3月25日

47 (株)中丸設備（休止）

あきる野市平沢447-1

042-559-5487 中丸 秀子

平成11年 4月 5日

48 (株)村山設備工業

東大和市高木3-264-3

042-563-3053 村山 稔巳

平成11年 4月30日

49 (有)坂口設備

武蔵村山市三ツ藤3-24-2

042-560-7630 坂口 隆幸

平成11年 5月12日

50 倭土木工業(株)

小金井市東町5-24-12

042-385-2364 望月 泰

平成11年 5月31日

51 (有)丸和佐藤工業

武蔵村山市大南3-82-2

042-523-7676 佐藤 和幸

平成11年 6月 3日

52 (株)三翔設備工業

日野市万願寺1-24-3

042-587-8967 石坂 弘吉

平成11年 6月 9日

53 (株)大塚設備工業

八王子市中野上町5-22-13

042-621-0866 大塚 正男

平成11年 7月 2日

54 鯉渕設備工業所

昭島市中神町1134-5

042-546-9726 鯉渕 三郎

平成11年 7月 2日

55 (有)青木工業所

日野市東豊田3-8-4-202

042-589-0331 村野 國久

平成11年 7月28日

56 (有)ダイチ

渋谷区本町6-14-16

03-3484-5319 浜辺 勲

平成11年 9月29日

57 (有)アイワ工業

武蔵村山市中藤4-2-1

042-565-4029 満尾 紘一

平成11年11月 8日

58 (株)大毛開発興業

武蔵村山市中原1-21-2

042-560-1437 大毛 寛人

平成11年11月30日

59 (有)三浦設備工業

武蔵村山市大南2-63-5

042-564-9213 三浦 護

平成12年 1月14日

60 (株)協栄土木設備

日野市旭が丘2-28-3

042-586-0101 内田 伸次郎

平成12年 1月26日

61 (株)吉田組

昭島市宮沢町2-2-9

042-545-2371 吉田 一雄

平成12年 2月 9日

62 日本総合住生活(株)

千代田区神田錦町1-9

03-3294-3381 廣兼 周一

平成12年 2月16日

63 (有)遠藤設備

板橋区板橋3-41-3

03-3962-7029 遠藤 勝雄

平成12年 3月31日

64 三谷興産(株)

小平市仲町196-3

042-344-6666 大橋 渉

平成12年 4月 3日

65 (株)比留間設備工業所

武蔵村山市三ツ木1-55-1

042-560-6660 比留間 朝幸

平成12年 4月 6日

66 尾花設備(株)

東大和市芋窪6-1296-13

042-565-3466 尾花 銀二郎

平成12年 4月11日

67 浜屋エンジニアリング(有)

立川市一番町5-5-35

042-569-3722 浜屋 淳一

平成12年 4月18日

68 草野管機工業(株)

小金井市前原町1-4-1

042-383-7666 草野 覚

平成12年 5月 8日

69 石上建設(株)

昭島市拝島町3-7-19

042-545-4282 石上 和孝

平成12年 5月11日

70 (有)中原設備

八王子市西寺方町462-24

042-651-1240 中原 修

平成12年 5月15日

71 (株)泉屋工業所

文京区春日2-13-4

03-3812-5261 諸岡 襄

平成12年 8月 1日

72 雨宮住宅設備(有)

府中市天神町1-19-23

042-369-1522 雨宮 富夫

平成12年 8月17日

73 (株)光設備工業

荒川区町屋7-8-8

03-3895-5900 小川 進

平成12年 8月21日

74 (有)丸進工営

東村山市秋津町4-24-33

042-394-8109 新井 貴

平成12年 9月13日

75 (有)村山興業

町田市図師町1543-8

042-792-9340 村山 光夕起

平成12年 9月20日

76 末吉設備工業(株)

多摩市関戸2-24-26

042-371-0070 露久保 千穗子

平成12年10月 2日

77 (有)タツミ設備工業

町田市金森316

042-729-2670 多積 清

平成12年11月 6日

78 (有)小菅設備工業

東村山市久米川町5-20-29

042-391-4208 小菅 辰征

平成12年11月10日

79 (株)伊藤住設

練馬区西大泉1-15-8

03-3921-5263 伊藤 正和

平成12年11月15日

80 (有)加藤設備

武蔵村山市大南1-144-4

042-563-3692 加藤 ちどり

平成12年12月 1日
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81 小山管工(株)

大田区田園調布本町43-7

03-3721-5089 小山 忠宏

平成12年12月 6日

82 (有)小林設備

立川市西砂町2-24-6

042-531-6088 小林 英彦

平成12年12月12日

83 大内エンジニアリング(株)

江戸川区上一色3-5-2

03-3651-5464 大内 正

平成12年12月19日

84 (株)原工業所

東大和市清水6-1100

042-565-2621 原 直治

平成12年12月21日

85 (株)クラシアン

横浜市港北区新横浜1-2-1

045-473-8181 鈴木一也

平成13年 3月 2日

86 都市建設工業(株)

昭島市中神町1179-3

042-545-1547 平川 美智子

平成13年 3月 8日

87 防長建設(株)

八王子市東中野字2-108-4

042-678-5712 篠田 均

平成13年 3月23日

88 (株)河野設備

八王子市谷野町579

042-691-3135 河野 匡倫

平成13年 3月23日

89 (有)加茂川工業

三鷹市下連雀4-5-27

0422-79-7975 加茂川 義隆

平成13年 4月 5日

90 (有)細川設備工業

武蔵村山市残堀5-132-3

042-560-4567 細川 忠光

平成13年 4月11日

91 (株)原工業所

八王子市平岡町14-9

042-624-3231 原 敬

平成13年 4月16日

92 (株)田村商事

昭島市東町2-1-23

042-543-1730 田村 富明

平成13年 4月19日

93 (株)野口設備工業

八王子市尾崎町39

042-691-1760 野口 尊

平成13年 4月25日

94 安藤設備(株)

福生市志茂175

042-551-0517 安藤 恒吾

平成13年 4月25日

95 (株)織笠

立川市羽衣町2-22-10

042-527-3626 山﨑 政志

平成13年 5月 2日

96 (株)高野設備

青梅市東青梅3-9-12

0428-22-4817 高野 勇治

平成13年 5月 8日

97 (有)三晃設備工業所

青梅市今井3-12-2

0428-31-4561 平岡 道雄

平成13年 5月11日

98 (株)テラ

八王子市弐分方町701-7

0426-28-9550 髙田 滋

平成13年 5月14日

99 積和建設西東京(株)

町田市下小山田2720-4

042-798-6351 山田 孝司

平成13年 5月15日

100 (株)星工務店

西東京市新町5-4-6

0422-51-8893 星 政信

平成13年 5月16日

101 (有)鳳産商

八王子市小宮町787-1

042-646-7121 鈴木 マモル

平成13年 6月 8日

102 (有)アイ工業

八王子市下柚木30-9

042-674-9735 中島 英彦

平成13年 6月20日

103 (有)山下設備工業

町田市つくし野2-16-8

042-796-0202 山下 德愛

平成13年 8月 6日

104 ニッポー設備(株)

国立市富士見台3-33-22

042-576-6666 田中 友統

平成13年 9月 5日

105 (株)山本設備

福生市南田園2-6-16

042-551-8123 山本 やす子

平成13年 9月19日

106 (株)井上技建

八王子市平町294

042-691-5128 井上 哲也

平成13年10月 3日

107 (有)大正工業

府中市矢崎町4-14-1
ライオンズマンション府中302

042-335-2700 大戸 正俊

平成13年10月16日

108 (株)ショウテック

八王子市犬目町503-2

042-627-3783 小形 維克

平成13年10月18日

109 (有)多摩技研

昭島市緑町3-16-8

042-544-8921 岩崎 満安

平成13年11月 9日

110 (株)山田設備工業

西東京市北町2-9-15

042-421-1836 山田 政道

平成13年11月28日

111 (株)桜井設備

八王子市子安町2-5-17

042-644-6639 桜井 市郎

平成14年 1月31日

112 (株)友伸産業

青梅市今井3-24-4

0428-32-1061 西村 雄太

平成14年 2月 8日

113 (株)アサカ産業

あきる野市二宮1026

042-559-6633 浅賀 英男

平成14年 3月19日

114 (有)東立管工

昭島市玉川町5-7-4

042-545-8980 芝田 忠生

平成14年 3月22日

115 松本工業(株)

立川市富士見町4-6-10

042-524-2255 松本 充司

平成14年 4月18日

116 (有)武田設備工業

東村山市野口町3-28-17

042-394-0238 武田 泉水

平成14年 5月 8日

117 (株)ムサシ田中設備

立川市砂川町3-39-7

042-535-3564 仁平 則雄

平成14年 5月13日

118 (有)小田工業

八王子市川口町1542-40

0426-54-7455 小田 秀明

平成14年 6月14日

119 (有)ニシハラ工業

立川市幸町2-51-3

042-538-7355 西原 徳男

平成14年 7月 2日

120 (有)関設備

小平市小川西町3-25-18

042-342-2107 関 眞一

平成14年 7月16日
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121 師岡設備工業(株)

青梅市東青梅5-23-15

0428-22-4631 市川 敬二

平成14年 7月23日

122 (有)カネショウ

あきる野市戸倉733-4

042-596-1002 小峰 一良

平成14年 7月25日

123 (有)臼井設備工業所

羽村市羽加美3-12-3

042-555-5576 臼井 正樹

平成14年 7月29日

124 (株)飯田土建

昭島市緑町2-3-8

042-541-9225 鈴木 一昭

平成14年 8月 2日

125 日管設備工業(株)

立川市羽衣町3-7-8

042-523-0161 木根 禎宏

平成14年 8月12日

126 石川管工(株)

西東京市向台町1-2-40

042-461-3162 石川 智一

平成14年 8月26日

127 三輪設備

武蔵村山市中原1-9-38

042-531-7751 津乗 ミヤ子

平成14年 8月30日

128 田中工業(株)

青梅市勝沼1-37

0428-24-1511 田中 康文

平成14年 8月30日

129 (株)信栄設備

立川市柏町2-7-1

042-536-6111 豊田 星淑

平成14年 9月10日

130 (有)アクア

立川市柴崎町5-17-14

042-521-1292 古屋 進

平成14年 9月13日

131 (有)山邉組

東大和市上北台2-364-4

042-590-5822 山邉 蔵人

平成14年 9月18日

132 遠藤設備(有)

立川市柴崎町6-20-32

042-525-2121 遠藤 四郎

平成14年 9月30日

133 秋元設備興業

国分寺市東戸倉2-39-11

042-324-3635 秋元 進

平成14年10月 2日

134 双藤設備工業所

品川区荏原4-5-17-403

03-6426-6881 加藤 和美

平成14年10月 4日

135 森崎工業(株)

町田市相原町2120-1

042-771-1585 森崎 敏夫

平成14年10月 7日

136 (有)あきる野設備

あきる野市小川553-1

042-550-2004 伏見 浩

平成14年10月18日

138 (有)長野設備工業

東村山市青葉町1-10-71

042-398-1990 長野 敏明

平成14年10月30日

139 (有)石井設備工業

武蔵野市八幡町4-28-17

0422-37-0033 石井 菊次郎

平成14年10月30日

140 (有)タジマ

所沢市大字松郷234-9

042-945-0100 手島 弘

平成14年11月 5日

141 (株)協榮商工

立川市一番町1-35-7

042-531-2221 内田 敏文

平成14年11月 8日

142 江戸住設

立川市西砂町2-3-8

042-560-8450 土田 孝

平成14年11月12日

143 (有)双葉興業

昭島市郷地町2-32-8

042-546-3230 小林 弘

平成14年11月27日

144 ＴＭ工事(株)

立川市一番町2-6-38

042-531-4256 富永 昌代

平成15年 2月12日

145 日昇工業(株)

小平市天神町4-14-24

042-328-3800 手塚 一之

平成15年 2月19日

146 (有)大邦設備工業

八王子市松木13-19

0426-78-1651 大竹 邦広

平成15年 4月 3日

147 (有)空調エンジニアリング

立川市砂川町2-26-4

042-537-3711 本橋 功太郎

平成15年 4月17日

148 (有)加藤設備

あきる野市野辺255-17

042-558-6805 加藤 健一

平成15年 5月 8日

149 (有)堀沢設備

国立市谷保4830

042-573-1700 堀沢 実

平成15年 5月12日

150 (有)大泉住宅設備

練馬区南大泉4-11-2

03-3922-4083 落合 秀夫

平成15年 5月16日

152 (株)村尾重機

羽村市小作台5-17-3

042-554-0323 小髙城司

平成15年 6月12日

153 岡村設備工業(株)

東村山市萩山町1-4-37

042-345-2490 岡村 崇

平成15年 6月12日

154 (株)オスカ

八王子市鑓水142

042-679-9553 高橋 一夫

平成15年 7月 7日

155 横田設備工業(株)

練馬区南大泉3-7-24

03-3921-6990 横田 彰正

平成15年 8月22日

156 (有)木村住設

立川市砂川町2-48-7

042-535-6470 木村 幸夫

平成15年 8月26日

157 (有)髙橋ホームサービス

立川市一番町1-1-44

042-531-2526 髙橋 郁郎

平成15年 9月16日

158 香髙設備

武蔵村山市中原1-18-24

042-560-2612 香髙 勇

平成15年11月10日

昭島市東町3-9-17

042-541-3500 柿澤 進

平成15年12月15日

137 欠番

151 欠番

159 欠番
160 (株)サン・エス
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161 北浦産業

町田市鶴川2-21-8

042-735-3175 千葉 禎樹

平成16年 1月27日

162 町田設備工業

青梅市今井1-357-1

0428-31-6152 町田 登

平成16年 1月28日

163 大野管工

立川市西砂町6-57-3

042-531-0347 大野 友一

平成16年 1月30日

164 (株)坂本設備工業

あきる野市雨間742

042-558-0186 坂本 厚

平成16年 2月17日

165 三友設備工業(株)

国分寺市西町2-5-3

042-505-5810 岩崎 健二

平成16年 2月26日

166 (株)大西

八王子市犬目町762-2

0426-54-8460 下田 勉

平成16年 3月 3日

167 多摩ミツウロコ(株)

立川市西砂町2-51-10

042-531-5111 藤村 孝明

平成16年 3月10日

168 木下工業(株)

八王子市横川町200-4

042-625-2878 木下 正好

平成16年 3月12日

169 (株)吉川建設工業

東村山市萩山町2-6-10

042-396-3113 吉川 昌守

平成16年 3月23日

170 (有)建工設備商会

国立市富士見台3-5-16

042-572-1242 福島 栄蔵

平成16年 4月 8日

171 (株)森田工業所

福生市大字熊川741

042-553-0403 森田 弘紀

平成16年 4月19日

172 木村設備(株)

八王子市川口町1735-2

042-654-5007 木村 真悟

平成16年 5月24日

173 (株)紅葉丘工業所

府中市紅葉丘3-43-1

042-368-1938 加藤 松壽

平成16年 6月 3日

174 建装工業(株)

港区西新橋3-11-1

03-3433-0506 髙橋 修身

平成16年 7月15日

175 羽村設備(株)

羽村市羽西1-1-2

042-554-2331 塩田 隆一

平成16年 7月23日

176 高柳設備工業(株)

多摩市桜ヶ丘4-36-20

042-375-6141 井上 通

平成16年 9月 1日

178 (有)ファイン

入間市大字上藤沢398-42

03-5387-2671 川口 泰史

平成16年 9月28日

179 (株)岩沢設備工業

青梅市新町2-22-3

0428-31-4550 小花 紀彦

平成16年10月 1日

180 久保設備

昭島市美堀町2-18-6

042-545-3525 久保 建二

平成16年11月30日

181 (株)アトラスサ-ビス

横浜市泉区領家3-18-11

045-813-7469 黒瀧 宏

平成16年12月10日

182 不破設備工業(株)

入間市大字仏子1202-4

04-2932-0731 不破 隆夫

平成17年 2月24日

183 (有)青和建築設備士事務所

小平市上水新町3-27-26

042-348-8481 西本 達也

平成17年 3月 4日

184 (有)志村設備興業

羽村市羽中4-3-19

042-554-1806 志村 文久

平成17年 3月14日

185 (有)舘山設備工業所

府中市住吉町1-80-10

042-366-4348 舘山 謙司

平成17年 4月 5日

186 浅岡土木(株)

昭島市田中町2-24-13

042-541-6429 浅岡 映

平成17年 4月26日

187 (有)佐々木管工業

所沢市三ｹ島4-2322-7

042-948-0381 佐々木 一政

平成17年 6月10日

188 (株)小山工業

小平市小川町2-2024

042-342-1211 小山 源次

平成17年 6月10日

189 (有)住井設備工業

八王子市元八王子町2-1339-2

042-673-4638 住井 良輔

平成17年 6月13日

190 (有)二宮工業所

小金井市東町1-42-18

042-383-1838 二ノ宮 武夫

平成17年 6月15日

191 丸屋設備工業(有)

国立市青柳291

042-523-2464 菅原 立燃

平成17年 6月21日

194 (有)藤城事務所

小平市小川町1-801-128

042-448-8481 藤城 鉄也

平成17年11月 7日

195 ダイユウ建設工業(有)

小平市仲町45-15

042-474-1900 春川 大道

平成17年11月21日

196 (有)渡部設備工業

武蔵村山市残堀4-53-12

042-560-8054 渡部 孝司

平成17年11月24日

197 佐賀設備

町田市成瀬2263-1
サニ-エクセル成瀬201

042-728-0348 真崎 忠

平成17年12月 8日

198 光伸テック(株)

新宿区西新宿4-6-7

03-5388-0621 鈴木 秀貴

平成17年12月 8日

199 (株)マイスターエンジニアリング

千葉市美浜区中瀬1-3

043-296-1171 平野 大介

平成17年12月21日

200 (株)田島

立川市柴崎町6-18-10

042-527-9748 田島 裕之

平成18年 1月10日

177 欠番

192 欠番
193 欠番
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201 (株)桑林工業所

福生市志茂200

042-551-0261 桑林 貞雄

平成18年 1月23日

202 (株)シンエイ住設

杉並区上井草3-32-5

03-3394-5276 神永 親

平成18年 2月 1日

203 エム・ケー設備

調布市富士見町4-34-31

042-488-3244 三浦 賢治

平成18年 2月 3日

204 (有)スズカン工業

江東区亀戸7-52-5

03-3684-0281 何 鴎

平成18年 2月23日

205 (有)原設備

福生市熊川888

042-553-6670 原 壽之

平成18年 2月23日

206 (有)髙松設備工業所

練馬区南大泉1-7-2

03-3978-4830 髙松 良光

平成18年 3月 7日

207 (有)新正工業

八王子市西寺方町712-3

042-650-8102 小野﨑 正人

平成18年 3月 7日

208 (株)東和商会

東久留米市前沢5-34-17

042-467-6767 野田 昌宏

平成18年 3月30日

209 久保水道工業所

昭島市宮沢町473

042-543-1897 西川 義光

平成18年 4月 1日

210 (株)タートル設計

大田区上池台5-29-14-201

03-3727-1597 亀田 次男

平成18年 4月 7日

211 (株)八洲

府中市若松町3-3-1

042-367-1234 加藤 茂

平成18年 4月10日

213 (株)フロー工業

八王子市館町98-1

042-667-6999 山口 茂

平成18年 4月14日

214 東西工業(株)

横浜市保土ケ谷区法泉2-25-18

045-351-1031 小村 貞仁

平成18年 5月15日

215 (有)高橋設備工業

東大和市新堀2-1097-20

042-564-8568 高橋 利夫

平成18年 6月15日

216 清水管工(株)

武蔵村山市本町1-80-3

042-560-0113 清水 明美

平成18年 6月21日

217 (株)スイコウ

横浜市旭区今宿町2679-14

045-364-3113 坂口 勝

平成18年 6月21日

219 山﨑住宅設備(有)

八王市南陽台2-8-4

042-475-4357 山﨑 哲生

平成18年 8月29日

220 (有)谷合設備工業

府中市四谷6-25-3

042-366-4741 谷合 金次郎

平成18年10月30日

221 (有)浅見商店

清瀬市元町2-13-12

042-491-5344 浅見 豊

平成18年11月13日

222 後藤設備

東大和市清水6-1257-16
ヤマサビル2F

042-561-4778 後藤 賢

平成18年11月13日

223 (株)杉本組

武蔵村山市伊奈平5-95-1

042-560-7101 上川 一万

平成18年11月16日

224 (株)協同設備工業

立川市錦町3-6-16

042-540-2950 蛯子 裕樹

平成18年11月20日

225 (株)柴田工業

立川市幸町2-52-7

042-534-7792 柴田 弘

平成19年 4月24日

226 (株)石川鑿泉工業所

八王子市石川町508

042-642-9000 石川 幹朗

平成19年 5月18日

227 (有)沢井工業所

青梅市沢井3-890

0428-78-8573 市川 基

平成19年 5月18日

228 石田建材工業(株)

高崎市上中居町684

027-327-3303 石田 安利

平成19年 8月13日

229 (株)生田住設

立川市富士見町7-36-7
ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ立川ﾘｳﾞｨｴｰﾙ409号

042-521-0270 生田 義治

平成19年 9月 5日

230 (株)諸江工業所

武蔵村山市岸1-5-6

042-560-0263 諸江 哲夫

平成19年 9月 7日

231 (有)菱山工業所

日野市大字日野398

042-581-1672 菱山 榮一

平成19年 9月25日

232 (株)大輝建設

武蔵村山市三ツ藤1-112-3

042-520-6837 岡山 鶴湖

平成19年10月19日

233 (株)リバティ

小平市天神町4-17-20

042-346-2385 髙橋 廣樹

平成19年10月30日

234 (有)中央住設

国立市谷保5873-1

042-572-1509 佐藤 正明

平成19年11月16日

235 (有)Ｌｉｆｅ Ｌｉｎｅ

八王子市横川町520-7

042-626-2310 小林 隆浩

平成19年12月20日

237 シンセイ工業(株)

八王子市下柚木2-35-6

042-674-8320 石井 康晴

平成20年 4月 8日

238 大木工業所

中野区鷺宮3-35-2

03-3338-6560 大木 年光

平成20年 4月10日

239 (株)真和

国立市谷保7021-4

042-575-1011 土方 真一郎

平成20年 4月11日

240 (有)紀の国屋住設

板橋区赤塚4-31-3

03-3938-5611 林 哲也

平成20年 5月 7日

212 欠番

218 欠番

236 欠番
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241 瀬田設備

山梨県甲府市住吉3-22-21

055-237-6975 瀬田 善一

平成20年 5月12日

242 藤和工業

青梅市今寺3-416

0428-31-6289 加藤 準一

平成20年 5月22日

243 (株)武蔵設備工業

国分寺市西元町3-14-12

042-322-5026 髙橋 章光

平成20年 6月20日

244 (株)町田工業

町田市森野4-15-8

042-723-6244 吉木 英之

平成20年 6月25日

245 (有)鯉川設備

新座市石神4-7-19

042-474-4072 齋藤 由紀夫

平成20年 6月27日

246 (有)新興工業

八王子市滝山町2-436

042-696-3023 鈴木 伸也

平成20年 7月 8日

247 (株)ヒカリ電機

昭島市つつじが丘3-5-6

042-541-4843 大金 甲

平成20年 7月10日

248 (有)ヤマシン工業

八王子市小宮町307-2

042-644-2343 山田 新一

平成20年 7月23日

249 (有)秋川総合住設

あきる野市瀬戸岡275-9

042-558-5490 宮本 雄一

平成20年 7月23日

250 (株)明保設備

府中市新町2-1-1

042-365-3670 田村 正明

平成20年 8月 5日

251 キムラ設備工業(有)

葛飾区立石1-21-17

03-3692-1351 加藤 亨

平成20年 9月 9日

252 川口設備(株)

武蔵村山市中原2-20-11

042-560-0513 川口 孝

平成20年 9月24日

253 (有)堤工業

多摩市百草1148-7

042-374-4803 堤 恒文

平成20年10月 2日

254 (有)小糸設備

相模原市南区下溝1039-6

042-798-6254 小糸 邦彦

平成20年10月23日

255 共伸工業

青梅市二俣尾2-402-1

0428-78-7253 神目 亘

平成20年11月11日

256 (有)大生エンジニアリング

川崎市麻生区早野239-4

044-980-0374 保坂 一夫

平成20年11月12日

257 (株)皆進

所沢市大字荒幡1047-1

042-925-1919 恒遠 宏幸

平成20年11月12日

258 (株)家田土木

西東京市富士町1-7-62-701

042-463-7109 家田 勝哉

平成21年 1月30日

259 (株)八設

町田市相原町788-1

042-770-2172 菊池 悟

平成21年 2月13日

260 (有)守屋設備設計企画

町田市小野路町84-5

042-793-1753 守屋 寿一

平成21年 4月 7日

261 (株)榮輝

八王子市七国4-21-13

042-632-8055 小島 裕之

平成21年 5月13日

262 土屋建設(株)

あきる野市平沢781-1

042-558-3297 土屋 讓二

平成21年 5月22日

263 (株)村上興業

世田谷区野毛3-21-15

03-3702-1280 村上 八郎

平成21年 5月27日

264 (株)三石設備コンサルタント

横浜市青葉区青葉台2-9-6

042-981-9971 木幡 泰治

平成21年 6月 2日

265 明孝設備

小平市仲町272-10

042-343-2859 青柳 孝

平成21年 6月11日

266 (有)良美配管工房

八王子市中山394

042-677-4638 髙橋 良次

平成21年 7月 7日

267 杉本設備

西東京市緑町3-8-6-305

042-469-4395 杉本 みゆき

平成21年 8月 6日

268 井上工業所

八王子市横川町766

042-622-4677 井上 良雄

平成21年10月16日

269 銀河

あきる野市油平172-2

042-559-6633 島袋 芙美雄

平成21年10月21日

270 宮本設備工業

八王子市上壱分方町462-9

042-673-2332 宮本 優介

平成21年11月 2日

271 (有)豊沢工営

町田市下小山田町1712

042-797-2169 豊澤 八十治

平成21年11月10日

272 (株)皐月

府中市小柳町5-12-28

042-363-2258 橘井 広幸

平成22年 1月19日

273 (株)武蔵設備

入間市大字新久66-50

04-2963-2922 水村 貴幸

平成22年 2月 5日

274 (株)創秀

東大和市立野4-503-4-703

042-562-5868 寺本 秀樹

平成22年 2月19日

276 横山設備工業(株)

中野区中央2-2-5

03-3362-6231 横山 哲三

平成22年 3月 5日

277 (有)伸栄建設

埼玉県所沢市三ヶ島4-2321-3

04-2947-8933 新井 伸也

平成22年 4月28日

278 (株)アイトップ

狭山市入間川2-21-24

04-2952-2274 伊藤 隆弘

平成22年 4月30日

279 (有)五味工業所

八王子市弐分方町785-1

042-625-9585 五味 一

平成22年 5月20日

280 川崎設備

あきる野市小川524-7

042-532-2267 川崎 隆之

平成22年 6月10日

275 欠番

7 ページ

昭島市指定給水装置工事事業者一覧
平成30年6月21日現在
指定
番号

事業者名

281 (株)大樹技建

住
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昭島市緑町2-27-3

042-500-0506 鈴木 松之

平成22年 6月10日

283 (株)宮坂総合設備

八王子市西寺方町712-3

042-652-3845 宮沢 義和

平成22年 6月28日

284 (有)長田工業

町田市小野路町2571-4

042-734-7633 長田 利則

平成22年 7月 5日

285 (有)トラスト・フォーム

東村山市久米川町4-33-11

042-396-4456 若村 幸弘

平成22年 8月24日

286 茂木ポンプ工業(株)

練馬区関町南3-6-15

03-3920-1369 茂木 千代子

平成22年10月19日

287 日熱リビング多摩(株)

日野市日野1251-4

042-514-9030 中村 政幸

平成22年10月21日

288 (有)高橋設備工業所

八王子市長房町130-5

042-661-4105 髙橋 納

平成22年11月17日

289 あかね有限責任事業組合

稲城市矢野口664-2

042-378-0300 本多 あかね

平成22年12月17日

290 (有)ベストワイズ

立川市柏町4-41-41

042-534-5927 田嶋 知尋

平成22年12月22日

292 石栗工業(株)

立川市西砂町5-58-15

042-531-1263 石栗 祐二

平成23年 1月20日

293 (有)渡辺工業所

八王子市千人町3-9-7

042-665-1867 渡邊 寛志

平成23年 3月11日

294 赤堀設備

八王子市上川町1947-3

042-654-7335 赤堀 義行

平成23年 3月24日

295 (株)熊田設備

武蔵村山市榎2-64-17

042-566-5232 熊田 健一

平成23年 4月 5日

296 宝住宅サービス(有)

羽村市羽加美1-13-4

042-579-1420 工藤 正博

平成23年 4月 7日

297 (株)アイテック

江戸川区南篠崎4-19-3

03-3679-1370 飯島 健一

平成23年 4月11日

298 (有)小原設備工業

新座市馬場1-9-29

048-481-2312 小原 正吾郎

平成23年 4月27日

299 ウイズアプリ(株)

清瀬市松山1-13-3-106

042-497-9541 大迫 純子

平成23年 5月30日

300 長谷川設備工業(株)

世田谷区池尻3-25-17

03-3413-4331 長谷川 利明

平成23年 6月13日

301 (有)堀内設備工業

八王子市上川町2280

042-659-6331 堀内 洋明

平成23年 6月13日

302 (株)山内工業所

小平市鈴木町1-275-2

0423-41-4636 齋藤 隆

平成23年 7月 1日

303 (有)モリテック

町田市大蔵町3500-1

042-735-0911 森川 均

平成23年 7月15日

304 町田設備工業

八王子市川口町2636-12

042-654-5205 町田 哲也

平成23年 7月28日

305 (株)安藤設備

日野市高幡1023-8

042-591-1155 安藤 安夫

平成23年 8月 3日

306 (株)アシスト

練馬区石神井町5-2-20-101

03-6913-2828 中村 稔

平成23年 8月11日

307 シュン事務所

東大和市狭山2-1245-8

042-563-6918 江口 俊郎

平成23年 8月25日

308 山興プランニング

あきる野市草花3282-5

042-550-8453 山崎 まさと

平成23年 9月 2日

309 (株)三陽設備

大田区南馬込5-23-11

03-3773-7313 梅下 秋弘

平成23年10月17日

310 (株)ライフサポート

渋谷区渋谷2-1-12
東京ｾﾝﾄﾗﾙ宮益坂上7階

03-5778-4547 田辺 功

平成23年11月 7日

311 (株)コウセイ

横浜市戸塚区上倉田町1577-2

045-862-3840 國光 伸之

平成23年11月 7日

312 (有)ＨＩＫＯ設備

江戸川区東葛西8-28-18

03-5679-1745 彦根 武司

平成23年11月 9日

313 水木設備

羽村市神明台1-7-13

042-555-4755 瀧澤 清

平成23年12月 5日

314 (株)アイダ設計

さいたま市大宮区桜木町2-286

048-726-8613 會田 貞光

平成23年12月16日

315 森田設備工業(株)

入間市大字中神593-1

04-2936-1718 森田 廣

平成23年12月28日

316 (株)日本水道センター

船橋市浜町2-3-37

047-421-1282 関 隆則

平成24年 1月 6日

317 (有)新生設備

青梅市木野下2-363

0428-31-7628 宮崎 精一

平成24年 1月24日

318 (株)久島工業

町田市木曽西2-4-18

042-791-1201 久島 壽子

平成24年 2月 1日

319 (有)むつみ設備

東村山市青葉1-27-31

042-393-4508 哘 雄二

平成24年 2月 9日

320 ファイアーク(株)

八王子市めじろ台3-11-11

042-673-6902 石原 賢太郎

平成24年 2月24日

282 欠番

291 欠番
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321 (株)ジョブリアース

相模原市中央区上溝3-6-35

042-764-2055 八木 伸生

平成24年 2月27日

322 (有)永新工業

練馬区大泉学園町5-30-39

03-3978-0461 冨永慎一郎

平成24年 3月26日

323 (有)アイケー設備

足立区興野2-27-6

03-3854-4448 栗原 良夫

平成24年 4月 9日

324 (有)室井設備工事

武蔵村山市残堀4-44-7

042-560-9292 高野久美子

平成24年 5月16日

325 (株)カゴシマ

西多摩郡日の出町平井906-4

042-597-7565 籠嶋広徳

平成24年 5月16日

326 (株)イースマイル

大阪市浪速区敷津東3-7-10
イースマイルビル

06-6631-7449 島村 ﾈ豊孝

平成24年 5月25日

327 高橋設備工業(株)

立川市高松町3-21-4

042-525-1633 高橋 洋介

平成24年 5月25日

328 (有)勝水道工業所

台東区東浅草2-21-1

03-3873-7820 岡野 勝治

平成24年 6月21日

329 (株)青和施設工業所

青梅市勝沼1-34

0428-23-0215 大山 恵介

平成24年 6月27日

330 新栄設備

あきる野市雨間531-11

042-533-3640 舩木 義光

平成24年 7月 2日

331 小川設備企画

相模原市南区大野台6-5-2-103

042-757-4188 小川 了一

平成24年 8月15日

332 (株)日本スペーシオ

調布市東つつじヶ丘1-8-6

03-5315-1070 岩谷 匡晴

平成24年 8月24日

333 東京浴槽事業協同組合

渋谷区渋谷2-10-16

03-3400-8477 西尾 正雄

平成24年 8月30日

334 八千代水道(株)

相模原市中央区田名3846-１

042-762-2490 関根 英介

平成24年 8月30日

335 東京燃料林産(株)

千代田区神田錦町3-17

03-3294-3311 廣瀬 直之

平成24年 9月12日

336 (株)わたなべ住宅設備

江戸川区一之江6-19-5

03-3651-2573 渡邊 美佐子

平成24年 9月19日

337 (株)ミタックス

国分寺市東戸倉1-15-16

042-300-0881 柳 敦浩

平成24年 9月26日

338 (株)加藤管工設備

町田市金森2-17-26

042-725-6132 加藤 豊

平成24年10月 2日

339 (株)高橋管工社

東大和市南街5-67-3

042-562-0711 高橋 博

平成24年10月 5日

340 テラルテクノサービス(株)

福山市御幸町大字森脇230

03-3818-0700 安田 久夫

平成24年10月 5日

341 (株)杉﨑設備

世田谷区駒沢3-18-1

03-3421-5080 杉崎 亀吉

平成24年10月23日

342 セントラルファシリティーズ(株)

杉並区松ノ木3-26-11

03-5913-8935 原田 辰之

平成24年10月30日

343 (株)文字山

三鷹市井口1-24-9

0422-32-7338 岡本 光彦

平成24年11月 2日

344 ホームライフパートナーズ(株)

中央区日本橋茅場町2-5-6
日本橋大江戸ビル４階

03-6630-3820 上松 俊之

平成24年11月 8日

345 友ウォーター

町田市大蔵町2945-5

042-736-6053 小林 伯子

平成24年11月 8日

346 (有)村野工業所

八王子市堀之内3-3-31

042-676-8205 村野 満宏

平成24年11月19日

347 (株)スマイル設備

八王子市川口町903

042-659-7817 鈴木 貴典

平成24年11月19日

348 八重洲工業(株)

立川市柴崎町2-25-3

042-524-0401 長谷川 福夫

平成24年12月13日

349 (有)コダイ設備

東村山市多摩湖町1-29-19
清美荘203

042-398-5810 コダイ ユセフ アリ

平成24年12月26日

350 (株)尾崎管機工業

東大和市向原5-1083-1

042-561-0305 尾崎 朝男

平成24年12月28日

351 望月建設(株)

羽村市川崎11-11-6

042-554-6360 望月 光治

平成24年12月28日

352 (有)イトー設備

清瀬市下宿2-509-7

042-494-1613 伊藤 健治

平成25年 1月16日

353 三菱電機システムサービス(株)

世田谷区太子堂4-1-1

03-5431-7750 佐久目 誠記

平成25年 3月 1日

354 (有)長栄プラテック

八王子市区絹ヶ丘3-34-13

042-676-8234 内田 長雄

平成25年 3月28日

355 (有)小田原工業

稲城市矢野口935-4

042-377-9434 小田原 剛久

平成25年 3月28日

パナソニックコンシューマーマー
356
ケティング(株)

大阪市中央区城見2-1-61

06-6949-2301 吉清 和芳

平成25年 4月 3日

357 (有)村田工業所

三鷹市牟礼3-6-3

0422-46-1310 村田 吉弘

平成25年 4月 3日

358 石崎工業(株)

青梅市新町2-35-14

0428-31-1977 石﨑 綾

平成25年 4月15日

359 (株)日野工設

日野市栄町2-19-28

042-587-2838 清水 裕之

平成25年 5月 2日

360 美川工業所

八王子市西寺方町1019-286

042-651-6491 立川 道貴

平成25年 5月 2日
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361 昭島ガス(株)

昭島市もくせいの杜1-1-1

042-546-1111 平畑 文興

平成25年 5月31日

362 垣本土建

昭島市中神町2-25-24

042-546-3734 垣本 晃

平成25年 9月30日

363 (株)シンエイ

大阪市中央区谷町2-4-3
アイエスビル9Ｆ

06-6944-7797 木原 朗広

平成25年10月 1日

364 鳥海管工

西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷1076

042-556-2020 鳥海 康男

平成25年10月 7日

365 (株)シンケイ

相模原市中央区矢部1-23-17
シティパルコスモ101

042-751-7837 中村 慎吾

平成25年10月28日

366 (株)町田清掃社

町田市木曽東2-6-18

042-722-1973 菅原 久仁夫

平成25年12月24日

367 (株)日盛設備工業所

東大和市南街5-88-21

042-565-6641 植松 義裕

平成26年 1月21日

368 すわ研究所

小平市大沼町3-1-7

042-403-1439 藤城 由里子

平成26年 1月23日

369 (株)山崎工務店

北区豊島3-24-9

03-3911-4111 滝川 康昌

平成26年 1月23日

370 (株)スイドウサービス

大阪市城東区野江4-1-8-402

06-6991-6767 山下 道男

平成26年 2月 4日

371 小川住設(株)

立川市柴崎町6-17-5

042-522-9956 小川 豊

平成26年 3月 5日

372 (株)グローアス

中央区湊1-12-11
八重洲第七長岡ビル５階

03-6222-5650 山宮 剛

平成26年 3月18日

373 (有)ウォーターライン

杉並区天沼1-24-8

03-3392-8061 篠田 喜江

平成26年 3月21日

374 (有)脇田設備工業

町田市小野路地町1193-6

042-736-5859 脇田 慶治

平成26年 6月 5日

375 (有)JWSマルタカ

川口市上青木1-21-12

048-250-6780 古田 正広

平成26年 6月 5日

376 (株)二友組

名古屋市名東区亀の井3-177

052-709-7700 辻 亨

平成26年 6月27日

378 渡部工業所

青梅市梅郷6-1249-15

080-1399-7433 渡部 昭

平成26年 8月14日

379 (株)優駿工業

八王子市小比企町1381-2

042-635-8189 髙橋 靖幸

平成26年 8月25日

380 (株)サニコン

堺市北区百舌鳥陵南町3-345

072-277-3255 池田 正博

平成26年 9月 2日

381 (株)セントラルシステム

府中市住吉町3-21-23

042-316-1884 林口 秀喜

平成26年 9月11日

382 友光開発(株)

東久留米市東本町5-10
サニーグリーンビル2F

042-479-2202 森本 潮美

平成26年10月21日

383 テイクユースタイル(株)

八王子市千人町2-3-15

042-673-4531 竹内 敏夫

平成26年11月10日

384 (株)ライトグリーン

練馬区関町北4-32-33

03-6904-7426 名幸 哲也

平成26年11月12日

385 (有)橋本工業所

あきる野市菅生302

042-558-7420 橋本 大輔

平成26年11月19日

386 (株)リビングプラス

横浜市都筑区高山9-7

045-511-8777 遠藤 暢一

平成26年11月21日

387 日本公害技研(株)

中野区江古田4-29-15

03-3386-2882 矢口 敏晴

平成26年11月27日

388 (株)シティリノベーション

立川市砂川町8-68-9

042-519-9364 板谷 和友樹

平成26年12月 8日

389 (株)進栄

練馬区氷川台3-25-4

03-3931-2500 新井 幸正

平成26年12月 8日

042-397-3747 田中 絹子

平成26年12月18日

042-391-4208 小菅 辰征

平成26年12月26日

377 欠番

390 田中設備設計
391 サニー工業

東村山市恩多町5-36-19
プルミエール久米川
東村山市秋津町5-1-2-102
メゾンイトー

392 (株)飯塚設備

川口市南鳩ヶ谷2-8-22

048-288-7200 飯塚 明弘

平成26年12月26日

393 (有)岩田設備事務所

東久留米市八幡町3-6-37

042-477-1311 岩田 重雄

平成27年 1月22日

394 (同)協立企画

福生市南田園3-60-2

042-513-0615 青木 道明

平成27年 1月28日

395 (株)ライフ

横浜市旭区笹野台4-65-16

045-367-4171 岩本 聖二

平成27年 3月10日

396 堀越工業所

八王子市大谷町778-6

042-645-8089 堀越 賢志

平成27年 3月27日

397 (株)ネクストイノベーション

中央区銀座3-13-4
真光ビル4Ｆ-Ｂ

03-6869-0828 平井 康宗

平成27年 4月17日

399 (有)ヤマケイ建設

練馬区関町北2-33-7

03-5991-6190 満田 圭介

平成27年 6月 1日

400 桜設備

世田谷区桜丘3-19-8

03-6413-5481 橋本 剛

平成27年 6月19日

398 欠番
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401 (株)マルシンビルサービス

厚木市酒井573-1

046-281-9910 佐藤 昭仁

平成27年 7月 1日

402 東立工業(株)

板橋区徳丸1-4-10

03-5922-3800 泉美 和彦

平成27年 7月30日

403 (株)ゴトーテクノサービス

小平市小川町1-512-50

042-313-6594 後藤 賢二

平成27年 9月10日

404 (有)鈴木エイシーサービス

青梅市今寺5-2-26

0428-33-3756 鈴木 伸彦

平成27年 9月14日

405 (有)出山工業所

足立区東六月町6-11

03-3883-1253 石永 千恵子

平成27年10月 6日

406 (株)アクアサービス

豊中市庄内栄町4-5-7

06-6335-1211 多田 健史

平成27年10月28日

407 (株)荏原製作所

大田区羽田旭町11-1

03-3743-6111 前田 東一

平成27年11月 4日

408 (株)純和興業

八王子市大谷町519番地

042-649-9751 二丹田 純一

平成27年12月24日

409 丸義建設(株)

西東京市田無町1-1-17

042-461-7176 関 昇太郎

平成28年 1月13日

410 (株)栗原設備

足立区大谷田5-31-5

03-5856-3145 栗原 信一

平成28年 2月 4日

411 (株)里水設備

あきる野市平沢305

042-532-0425 皆川 里美

平成28年 3月 1日

412 (有)光工業

世田谷区若林1-18-1

03-5779-3590 猪狩 博貴

平成28年 3月15日

413 翔永建設(株)

昭島市昭和町4-7-17

042-519-2262 山本 修二

平成28年 3月15日

414 (有)師岡設備

あきる野市山田825

042-596-1636 師岡 聡

平成28年 6月 1日

415 (株)オアシスソリューション

豊島区池袋2-23-21

03-5957-7581 関谷 有三

平成28年 6月 8日

416 (株)福井建水工業

小平市花小金井南町2-9-26

042-462-3154 播磨 雅博

平成28年 7月 8日

417 オザテック

東久留米市下里6-5-11

042-420-4942 尾崎 純

平成28年 7月12日

418 (有)山丸設備工業

世田谷区宮坂3-44-6

03-3428-3330 山本 博史

平成28年 8月 9日

419 吉岡工業(株)

西多摩郡瑞穂町南平1-8-2

042-555-5975 吉岡 和彦

平成28年 8月19日

420 京浜管鉄工業(株)

豊島区目白2-1-1

03-6871-9961 平松 拓也

平成28年 9月29日

421 (株)小塩設備工業

日野市新町4-25-26

042-843-3997 小塩 良

平成28年10月 7日

422 (株)国昇

枚方市東香里新町2-8

072-800-6736 国本 憲治

平成28年11月21日

423 青木土木工業(株)

飯能市大字双柳5番地8

042-978-7513 青木 享洋

平成28年11月22日

424 (株)アクアライン

広島市中区上八丁掘8-8

082-502-6644 大垣内 剛

平成28年11月30日

425 多摩水道サービス

昭島市田中町1-7-17-105

080-9273-2000 佐藤 裕紀

平成29年 1月26日

426 (株)アシスト

武蔵村山市大南1-90-21

042-566-6866 黒川 謙

平成29年 3月13日

427 (株)ＭＳフィールド

さいたま市西区指扇領別所366-7 048-621-3535 増田 秀浩

平成29年 3月16日

428 (株)ＪＭ

千代田区二番町7-5
二番町平和ビル５階

03-5214-7048 大竹 弘孝

平成29年 4月27日

429 (有)川瀬土木

小平市学園西町2-18-12

042-344-3300 川瀬 茂樹

平成29年 4月11日

430 ニッカホーム関東(株)

世田谷区奥沢8-5-4

03-5752-5201 河合 晃司

平成29年 4月26日

431 (株)大和興業

東大和市奈良橋4-656
ヴァンベールⅠ-102

042-543-5143 吉浜 健太郎

平成29年 5月 2日

432 (株)積壱

東村山市秋津町1-24-4

042-399-3139 山本 晃美

平成29年 5月 2日

433 (株)ネクサス

西東京市芝久保町4-12-24

042-455-5913 大村 興治

平成29年 5月25日

434 (有)佐藤住設商会

入間市宮寺4102-118

04-2934-4545 佐藤 達藏

平成29年 5月25日

435 (株)春山設備工業

西多摩郡奥多摩町日原907

0428-74-9430 春山 孝

平成29年 5月25日

436 東京機工土木(株)

青梅市駒木町3-580-3

0428-24-1135 塩野 文夫

平成29年 6月 5日

437 (有)原島管工

立川市高松町3-15-15
モアグランデ立川102

042-525-6089 原島 登

平成29年 7月 6日

438 (株)アステム

中央区日本橋堀留町1-2-10

03-3639-3330 鬼塚 舜次

平成29年 7月 7日

439 (株)ヒロズ

愛甲郡愛川町中津2148

046-286-6661 髙麗 浩一郎

平成29年 8月29日

440 (株)ブルーライン

品川区東五反田1-21-10

03-6417-9273 清水 謙二

平成29年 8月31日
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441 (有)トップワーク

八王子市椚田町13-2

042-665-3554 飯島 政勝

平成29年 9月11日

442 (有)山崎設備工業所

小平市学園東町496

042-341-2764 山﨑 昭憲

平成29年10月10日

443 (有)江成設備

八王子市絹ヶ丘2-45-4
絹ヶ丘ハイツ102

042-636-8816 江成 光雄

平成29年10月17日

444 ipex(株)

練馬区土支田4-9-1

03-6904-4301 浅野 一平

平成29年10月25日

445 高杉商事(株)

小平市上水本町4-8-12

042-321-2682 髙杉 憲由

平成29年12月 5日

446 (株)アットホーム

国分寺市北町2-25-39

042-304-0943 奈須 智彦

平成30年 1月 5日

447 ハナサキ設備

所沢市下安松878-20

04-2992-7000 花塚 拓也

平成30年 2月21日

448 (株)イーライフグループ

渋谷区南平台町15-15

03-6455-3990 松島 祐太郎

平成30年 2月26日

449 (株)忠光

入間市宮寺3145-1

04-2934-5337 佐藤 忠光

平成30年 3月 1日

450 (有)タカハシ設備工業

川崎市宮前区野川3257-4

044-755-4448 高橋 行雄

平成30年 3月23日

451 (株)東峯設備

西多摩郡瑞穂町むさし野2-45-3

042-513-3948 小峯 靖也

平成30年 4月 2日

※

(1)指定番号3・6・9・18・21・30・137・151・159・177・192・193・212・218・236・275・282・291・377・398については、廃
止につき欠番
(2)指定番号47番については、休止。
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