
筑西市指定給水装置工事事業者一覧（2023/3/3現在）

指 定 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

(株)モロエ設備 筑西市飯島273番地1 0296-28-8785

飯山設備 筑西市伊讃美1721番地9 0296-28-2640

八ツ塚さく泉 筑西市伊讃美1093番地 0296-28-0002

㈲谷島ホーム機器 筑西市市野辺31番地1 0296-22-3862

渡辺住設 筑西市一本松1233番地1 0296-24-2341

㈱ナカセツ 筑西市岡芹957番地 0296-47-3450

㈲落合工業所 筑西市小川1400番地6 0296-28-1616

㈲丸高ホーム機器 筑西市小川1474番地18 0296-28-2548

ミドリ環境土木(株) 筑西市小川1481番地6 0296-28-7289

㈱川島工業 筑西市女方７50番地3 0296-28-0667

稲葉燃料店 筑西市乙56番地2（新花町） 0296-22-2041

株式会社　ワイエスケイ 筑西市乙836番地 0296-22-3952

(株)ヤマイチ 筑西市乙227番地29 0296-25-4050

株式会社南設備 筑西市乙960番地（南町） 0296-22-7885

㈱新和コーポレーション 筑西市折本333番地24 0296-24-5673

㈲小島住設 筑西市嘉家佐和1975番地 0296-22-4728

正根寺商店 筑西市嘉家佐和1478番地2 0296-24-7134

㈲ことぶき 筑西市林73番地2 0296-22-5751

東洋プラント 筑西市幸町二丁目29番地10号 0296-45-6111

㈲鶴見設備工業 筑西市下岡崎二丁目12番地3 0296-22-4154

須藤設備商会 筑西市下高田380番地 0296-24-5130

長須設備工業 筑西市下中山561番地28 0296-22-6637

小嶋設備 筑西市下野殿570番地2 0296-24-1095

穴田設備 筑西市菅谷1748番地 0296-22-7707

㈱ノザワ設備工業 筑西市菅谷1565番地 0296-28-2872

㈲茨城バスター 筑西市玉戸216番地2 0296-24-2836

堀江産業(株) 筑西市玉戸1080番地 0296-28-1033

下 館 地 区
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筑西市指定給水装置工事事業者一覧（2023/3/3現在）

指 定 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

ホリエネツキサービス 筑西市玉戸2128番地 0296-28-3692

㈱水乃屋 筑西市甲499番地2 0296-54-6630

㈱川田建材工業 筑西市西方1705番地4 0296-22-2080

宮田設備工業 筑西市布川1298番地 0296-28-4736

㈱県西アロー住設 筑西市野殿1041番地9 0296-24-0525

㈲須藤設備 筑西市灰塚93番地 0296-22-7505

㈱セブン 筑西市羽方931番地 0296-21-0006

㈲シバヤマ電機 筑西市樋口1172番地1 0296-24-0084

㈲石川商店 筑西市丙89番地（稲荷町） 0296-22-2223

鈴木商事㈱ 筑西市丙304番地（春日町） 0296-24-1711

瀧田建設㈱ 筑西市丙190番地1（田中町） 0296-22-2425

㈱塙商店 筑西市丙151番地3（稲荷町） 0296-22-2945

株式会社　下館ホームガスセンター 筑西市横島290番地5 0296-24-1321

㈱宮山 筑西市榎生一丁目3番地5 0296-24-0711

㈲広瀬設備 筑西市蕨9番地18 0296-24-3043

㈱斉藤総業 筑西市稲荷1015番地4 0296-37-7455

㈲金井住設工業 筑西市犬塚386番地 0296-37-3220

苅部水道 筑西市上野925番地 0296-37-3576

松山設備 筑西市江974番地1 0296-37-1919

飯田建設興業（有） 筑西市木戸469番地1 0296-37-6206

㈱大信設備 筑西市木戸257番地 0296-37-3339

㈲ストー 筑西市関本上中195番地1 0296-37-3233

森建設㈱ 筑西市関本下46番地1 0296-37-6227

㈲中山商店 筑西市関本中77番地8 0296-37-6928

㈲宮田機械店 筑西市関本中109番地 0296-37-6046

真栄設備㈱ 筑西市辻2232番地2 0296-37-7884

㈲ＴＡＩＹＯ 筑西市西保末137番地 0296-37-8390

関 城 地 区
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筑西市指定給水装置工事事業者一覧（2023/3/3現在）

指 定 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

アール設備 筑西市藤ヶ谷1170番地4 080-6799-0024

㈱こころ建築設計 筑西市藤ヶ谷2187番地 0296-37－4585

塙設備工業 筑西市藤ヶ谷1423番地3 0296-37-3452

㈱たさき緑化産業 筑西市藤ヶ谷1146番地7 0296-37-6139

㈱仲山住設 筑西市舟生277番地4 0296-37-4256

㈱仲川建設 筑西市井上1356番地 0296-37-3753

池田興業㈲ 筑西市海老ヶ島2083番地 0296-52-0028

島田設備㈱ 筑西市海老ヶ島896番地 0296-52-0180

㈲野手利一商店 筑西市海老ヶ島893番1 0296-52-3131

古橋工業所 筑西市海老ヶ島857番地3 0296-52-2571

(有)三田建設工業 筑西市海老ヶ島1119番地 0296-52-8221

㈱山口設備工業 筑西市倉持472番地 0296-52-2352

㈲瀬尾泰三商店 筑西市中上野121番地 0296-52-0121

中嶋工業㈲ 筑西市成井387番地 0296-52-1975

飯島農機具店 筑西市猫島844番地2 0296-52-3908

古橋設備 筑西市宮後1303番地1 0296-52-2927

㈲渡辺設備 筑西市宮後1番地 0296-52-1595

すとう設備工業 筑西市宮山427番地 0296-52-5642

㈲鈴木石油 筑西市村田1706番地 0296-52-2605

㈱ツカダ 筑西市村田1580番地6 0296-52-1647

㈲大吉産業 筑西市吉田769番地 0296-52-0630

㈱萩原建設 筑西市大島79番地1 0296-57-2097

㈲稲土木 筑西市小栗5541番地2 0296-57-2371

金澤石油店 筑西市小栗7019番地2 0296-57-4306

㈲協和 筑西市小栗1932番地1 0296-47-5588

総合開発協同組合 筑西市小栗2690番地 0296-57-9988

明 野 地 区

協 和 地 区
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筑西市指定給水装置工事事業者一覧（2023/3/3現在）

指 定 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

㈲藤田管工 筑西市小栗5855番地 0296-57-4843

イイムラデンキ 筑西市門井1548番地1 0296-57-3826

㈲松岡電気 筑西市門井1974番地7 0296-57-3122

（有）エスティーホーム 筑西市下星谷625番地 0296-45-8874

㈲篠崎工務店 筑西市桑山466番地1 0296-57-3787

(有)柳田設備工業 筑西市桑山1999番地3 0296-57-9221

内田設備工業 筑西市三郷213番地 0296-57-3589

大島設備工業 筑西市三郷1334番地 0296-57-3643

㈲下条建設 筑西市新治1993番56 0296-57-5264

為貝電機㈱ 筑西市新治2003番地15 0296-57-2023

中野電気商会 筑西市蓮沼1572番地9 0296-57-3465

(株)武内建設 筑西市柳332番地16 0296-57-9875

㈱楠原管工業 筑西市横塚1357番地5 0296-57-3305

(株)セバタ 筑西市横塚1371番地4 0296-47-3412

海老沢建設㈲ 筑西市久地楽224番地 0296-57-4801

㈱常陸建設 筑西市蓬田350番地4 0296-57-5553

プラウド（株） 石岡市小屋417番地 0299-57-1195

(株)技研 石岡市小屋1314番地 0299-44-0937

水研工業㈱ 石岡市東光台二丁目2番3号 0299-26-3000

㈱広伝 石岡市高浜792-1 0299-26-3211

三栄工業㈱ 石岡市鹿の子4-5-1 0299-24-3720

昭和設備 石岡市北府中１丁目11-2 0299-23-5822

義成設備 石岡市東府中5-8 070-5564-0115

㈱和幸工業 東茨城郡茨城町奥谷1976番地 029-292-7229

株式会社東野 東茨城郡茨城町大字長岡3523番地37 029-297-4823

小野設備工業 小美玉市上玉里508番地 0299-56-7475

㈱勝樹設備 小美玉市柴高1071番地１ 0299-48-3552

市 外
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筑西市指定給水装置工事事業者一覧（2023/3/3現在）

指 定 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

㈱スズヤ 小美玉市羽鳥798 0299-46-0007

㈱ゴミタ 笠間市金井80番地 0296-72-5694

㈱カワイ 笠間市矢野下399 0296-77-4555

㈲新和工業 かすみがうら市下稲吉3972 029-832-0560

ダイセーExt株式会社 古河市磯部540番地１ 0280-23-1363

永井設備工業 古河市尾崎2071-5 0280-76-9050

大勇工業 古河市中央町3丁目12-39 0280-22-5417

株式会社　岡村工業 古河市諸川1013-1 0280-23-5893

㈲中央住宅設備 古河市関戸1745 0280-98-3141

㈲関根設備工業 古河市山田328-3 0280-78-0248

㈱プロテック 古河市女沼46-3 0280-92-9500

㈱ゴヨー 古河市仁連1903-2 0280-77-0105

有限会社　オノデラ設備 古河市西町5番72号 0280-22-0063

㈱カワコー 古河市鴻巣1198-4 0280-48-4848

株式会社　東研 猿島郡境町1437-7 0280-87-1245

株式会社　平田 猿島郡境町百戸235番地5 0280-87-8544

(有)鹿久保設備 猿島郡栄町大字蛇池531番地19 0280-87-3357

株式会社　大橋工業 桜川市平沢1228番地 0296-75-0670

伊藤設備工事 桜川市岩瀬1346番地2 0296-76-0421

やぐち設備 桜川市真壁町下谷貝447-2 0296-55-0828

(株)たばやし 桜川市真壁町山尾455 0296-54-0435

㈱平井商店 桜川市真壁町真壁276 0296-55-0178

明真設備 桜川市真壁長田1164 0296-23-8038

株式会社　石川設備 桜川市真壁町白井63番地2 0296-55-1084

みややま設備 桜川市真壁町椎尾3136 090-5399-0564

㈱岩瀬双葉 桜川市中泉332-1 0296-76-1561

㈲雨谷工業 桜川市入野6-5 0296-75-5501

㈱マルニ工業 桜川市本郷970 0296-75-1848
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筑西市指定給水装置工事事業者一覧（2023/3/3現在）

指 定 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

渡辺工業㈱ 桜川市友部999 0296-75-5421

㈱野村住設工業 下妻市小島490番地3 0296-44-3251

㈲山本機械 下妻市下妻乙170 0296-44-2846

㈱ヤナシマ 下妻市下木戸343-1 0293-43-6271

㈱サカエ設備 下妻市江1703 0296-44-1714

小口設備工業㈱ 下妻市今泉130-1 0296-44-3390

㈱アカオギ 下妻市若柳丙327-1 0296-44-2053

(株)滝沢工務店 下妻市神明51-2 0296-44-1149

(株)鈴木設備 下妻市大字尻手206 0296-30-1556

坂入商工 下妻市大宝654 0296-44-2312

㈲スギタ設備 下妻市大宝658-1 0296-45-0755

スズキ設備（株） 下妻市中郷283-1 0296-43-6070

島田機設工業 下妻市長塚99 0296-44-2555

下妻施設管理（株） 下妻市長塚262 0296-44-6814

㈲塚越設備 下妻市半谷678番地 0296-44-5509

串田設備 下妻市鬼怒182-4 0296-45-0705

大島設備 下妻市宗道404番地1 0296-44-2618

板倉設備 常総市新石毛339-6 0297-42-2345

(株)木村電機 常総市本石下4786 0297-42-2141

昭和管工事　株式会社 つくば市倉掛858番地1 029-851-3371

㈱中島 つくば市上横場1905番地7 029-836-1791

小島設備工業 つくば市上郷1672-7 029-847-1299

㈱宮越設備工業 つくば市田倉5192-19 029-847-2933

㈲坂本機工 つくば市寺具735 029-869-0161

有限会社　程山設備 つくば市中野171番地の3 029-838-0324

㈱酒寄設備工業 つくば市沼田986-1 029-866-0706

㈱中島 つくば市上横場1905-7 029-836-1791

株式会社　高野水道工業 つくば市上横場1928番地3 029-836-0541
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鈴木設備工業 つくば市上大島1013-1 029-866-1667

関彰エンジニアリング（株） つくば市東新井12-2 029-858-7311

㈱神立設備 つくば市北条5015 029-867-1230

サンレー住設株式会社 つくば市大形440番地2 029-896-6481

(株)クロカワ つくば市西高野913番地 029-865-0360

いなほ工業株式会社 つくばみらい市上島848 0297-58-0382

(株)アクアサービス 土浦市荒川沖61番7 029-842-7321

㈱光設備 北相馬郡利根町立木1091-2 0297-68-5905

㈱藤和 那珂市菅谷3094 029-295-5674

㈲亀屋 坂東市沓掛3879番地2 0297-44-2056

㈲茨大工業 坂東市上出島109-1 0297-34-3800

島田工業株式会社 坂東市菅谷2130番地1 0280-88-7572

株式会社　工藤設備 常陸大宮市泉1272番地3 0295-55-8621

(有)アクツ設備 常陸大宮市小倉1830番地 0295-53-0858

双葉工業㈱ ひたちなか市中根4957-5 029-273-5803

茨城日化サービス㈱ 水戸市吉沢町301番地の4 029-246-2451

小森設備工業 ひたちなか市後台460-38　C-7 029-355-3443

SUN設備工業 ひたちなか市釈迦町13番17号 029-297-9031

有限会社大槻製材所 鉾田市当間204 0291-32-3780

㈱フクテックス 水戸市笠原町474-2 029-297-5888

㈱水戸住宅設備機器センター 水戸市河和田町4010 029-252-0807

(株)マルシン 水戸市城南一丁目8番10 029-350-7110

(株)パイプマン 水戸市東野町字東割264番地1 028-666-7114

㈱フジコー 水戸市浜田一丁目19番13号 029-221-8700

セキ工業株式会社 水戸市金谷町292-1 029-253-3469

北関東ソフナーサービス 水戸市三湯町1108番地52 070-1557-0322

早川電熱 稲敷郡阿見町大字若栗1339番地56 029-887-4098

冨士桜設備工業 稲敷郡美浦村大字信太579番地3号 0120-55-3241
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筑西市指定給水装置工事事業者一覧（2023/3/3現在）

指 定 業 者 名 所 在 地 電 話 番 号

宮本総合設備 稲敷市佐倉2283番地 029-892-1490

㈲黒江設備 つくば市島名2713番地の1 029-839-5551

積和建設東関東株式会社常葉支店 守谷市百合ヶ丘三丁目2642番地1 2F 0297-21-1211

古沢金物店 結城郡八千代町川尻410番地6 0296-48-0575

太田設備 結城郡八千代町久下田447 0296-48-0747

㈲爲我井設備工業 結城郡八千代町佐野344-2 0296-49-0645

　㈲広瀬設備 結城郡八千代町瀬戸井271番地2 0296-48-1991

　髙嶋設備 結城郡八千代町瀬戸井1304番地3 0296-48-0764

㈱大幸工業 結城市結城13711 0296-33-5389

㈲大塚屋 結城市結城563 0296-33-4126

大木工業 結城市結城6034 0296-33-5111

滝沢設備 結城市大字結城6960-3 0296-33-5171

滝本設備 結城市結城7014-10 0296-32-7230

㈱稲葉工業 結城市結城7188-12 0296-32-1412

神保設備 結城市結城7320-2 0296-33-4785

飯島電機㈱ 結城市結城8635番地30 0296-32-5522

㈲倉本設備 結城市結城8699-6 0296-32-4692

(株)谷沢設備 結城市大字小森338 0296-32-0377

㈲ナマイ 結城市田間1454-5 0296-35-0277

城南安全設備㈱ 結城市北南茂呂920 0296-35-1244

山中設備工業 結城市矢畑139番地1 0296-35-4012

(株)ライフレッシュイワタ 結城市大字上山川乙206番地5 0296-32-7810

(株)ウエキ設備 結城市大字結城9081番地５ 0296-32-4455

株式会社　いなば住設 結城市大字小田林523番地1 0296-32-2497

株式会社　ミヤタ 結城市大字結城9875番地 0296-33-2242

㈲サークル設備 龍ヶ崎市松葉一丁目11-3 0297-62-3870

㈲松村設備 龍ケ崎市4223番地2 0297-64-8082

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

(株)クラシアン　 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目2番地１ 0120‐500‐500

和田設備工事㈱ 群馬県太田市藪塚2008 0277-78-6778

タイヨー設備(有) 埼玉県春日部市武里中野472-1 048-737-0841

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

㈱伊藤住設 千葉県柏市豊四季1008番地2 04－7142－7091

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

横山工業㈱ 栃木県宇都宮市中久保1丁目10番15号 028-661-0015

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

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

大洋設備㈱ 栃木県小山市大字島田101番地1 0285-37-0896

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

㈱長工業 栃木県小山市羽川484-4 0285-22-4804

㈱ヒタチ設備 栃木県小山市駅東通り二丁目35番10号 0285-25-0882

㈲水工設備 栃木県小山市犬塚七丁目20番地1 0285-27-3922

㈱トチナン 栃木県小山市乙女1339 0285-45-8352

㈲グットライフ 栃木県小山市大字平和236番地1 0285-45-8087

㈲アイ企画 栃木県小山市南和泉1307番地7 0285-28-3991

㈱中山設備機器 栃木県小山市中久喜198 0285-22-1865

山さく建工(株) 栃木県小山市大字塚崎1414番地 0285-27-1071

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

㈱スズテック 栃木県小山市大字南半田492番地7 0285-37-8398

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

㈱川田組 栃木県鹿沼市茂呂2539-5 0289-76-1310

大橋設備工事 栃木県佐野市高萩町1056-272 0283-23-9648

(株)大垣設備 栃木県佐野市岩崎町765番地1 0283-61-0225

㈱スガマタ 栃木県下野市石橋839-3 0285-53-2580

仁愛工房 栃木県下野市国分寺1030-5 0285-38-7231
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しもつけ設備株式会社 栃木県下野市仁良川1571番地45-52街区17 0285-39-6359

㈲鈴木興業 栃木県芳賀郡益子町大字七井2795番地2 0285-72-1511

㈱細野工業 栃木県芳賀郡益子町大字七井2623番地 0285-72-5285

池田建設㈱ 栃木県真岡市熊倉3-19-14 0285-84-2225

粕谷設備 栃木県真岡市さくら2丁目18-6 0285-74-4073

㈲柳田商店 栃木県真岡市寺内1031-1 0285-82-3255

有限会社　藤沢設備工業 栃木県真岡市高勢町三丁目115 0285-84-1689

(株)アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号第1ウエノヤビル６Ｆ 082-502-6644

株式会社　水道生活センター 東京都大田区池上八丁目5番2号 03-6746-1825

株式会社　大松商会 東京都品川区東中延一丁目12番23号 03-3787-3088

荏原住宅設備株式会社 東京都品川区戸越六丁目14番10号 03-5702-2355

株式会社　タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4番1号 093-962-0941
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