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1

青木清掃 株式会社

桶川市南1丁目2番6号

048-775-1551

2

有限会社 赤山設備工業

桶川市五町台88番地

048-728-0285

3

株式会社 あまぬま

桶川市南二丁目5番21号

048-773-2074

4

株式会社 新井管工事

桶川市川田谷6654番地の1

048-787-8181

5

新井設備工事 株式会社

桶川市川田谷3515番地4

048-786-3541

6

株式会社 大木水道

桶川市川田谷3552番の2

048-787-0611

7

岡野水道工業 有限会社

桶川市北1丁目24番7号

048-771-5699

8

協立設備 株式会社

桶川市下日出谷東3丁目31番地の6

048-786-4557

9

有限会社 寿管工

桶川市南2丁目2番11号

048-782-6638

10

株式会社 佐々木設備

桶川市西2丁目6番2号

048-775-8975

11

株式会社 島村建設

桶川市下日出谷東2丁目21番地の8

048-786-8571

12

株式会社 清水建材工業

桶川市西2丁目9番39号

048-772-3111

13

株式会社 住宅サポート．C

桶川市下日出谷6番地の1

048-729-7172

14

城野設備

桶川市坂田東1丁目43番地の2

048-727-0261

15

株式会社 太宝設備

桶川市上日出谷南1丁目40番地の16

048-786-9871

16

髙橋住設 株式会社

桶川市南2丁目5番15号

048-771-0680

17

有限会社 玉坂設備

桶川市上日出谷344番地の11

048-787-6550

18

有限会社 東和管工

桶川市東2丁目3番12号

048-771-3041

19

中島設備

桶川市坂田東3丁目14番地の8

048-727-1421

20

有限会社 深谷設備工業

桶川市川田谷6366番地

048-787-0735

21

有限会社 ホソイ

桶川市川田谷3398番地の13

048-789-2789

22

有限会社 細井水道

桶川市鴨川1丁目7番13号

048-787-1076

23

明和技建 株式会社

桶川市上日出谷655番地の6

048-779-8883

24

株式会社 山中土建工業

桶川市川田谷2290番地の1

048-787-2568

25

有限会社 吉野設備

桶川市鴨川1丁目16番10号

048-786-3738

26

渡辺機械水道部

桶川市川田谷1057番地の1

048-787-0138

27

アテックス 株式会社

北本市中央4丁目74番地

048-590-5707

28

新井工業 株式会社

北本市荒井3丁目281番地

048-591-0643

29

株式会社 泉山設備

北本市石戸5丁目268番地

048-592-7510

30

内田設備工業所

北本市朝日1丁目91番地

048-592-4354

31

有限会社 大島設備

北本市本宿5丁目98番地

048-591-3767

32

オオハタ水道

北本市高尾7丁目55番地3

048-593-1191

33

金子設備工業

北本市朝日2丁目153番地

048-593-3538

34

株式会社 桑原工業

北本市中丸10丁目310番地

048-591-5974

35

有限会社 孝青工業

北本市東間3丁目15番地

048-544-2150

36

三栄管理興業 株式会社

北本市宮内5丁目414番地

048-591-6212

37

株式会社 スカイホーム

北本市中央4丁目68番地2

048-592-0111

38

豊島工業所

北本市中丸2丁目84番地

048-592-0597

39

有限会社 長島設備商会

北本市本町4丁目99番地

048-591-1304

40

有限会社 宮内ポンプ商会

北本市荒井2丁目255番地

048-591-2673

41

茂木設備工業

北本市石戸4丁目323番地

048-591-2032

42

有限会社 吉田電機

北本市荒井2丁目143番地

048-591-5491

43

上尾ガス水道設備 株式会社

上尾市栄町1番4号

048-771-0183

44

株式会社 上尾サービスセンター

上尾市愛宕1丁目9番13号

048-771-0907

45

アサヒ住建 株式会社

上尾市平塚2558番地4

048-773-8513
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46

出浦建設 株式会社

上尾市上1622番地の5

048-771-6463

47

株式会社 大川工業所

上尾市上平中央2丁目36番地2

048-771-5219

48

奥隅総合設備 株式会社

上尾市緑丘4丁目1番20号

048-771-2522

49

株式会社 金子設備

上尾市小泉9丁目3番地14

048-773-6057

50

有限会社 鴨田設備工業

上尾市平塚1丁目12番地

048-771-6109

51

甲原管工業 株式会社

上尾市平塚861番地の1

048-773-2923

52

株式会社 こばやし設備工業所

上尾市中新井414番地10

048-781-3303

53

株式会社 コヤマ

上尾市領家175番地の1

048-725-2041

54

有限会社 三幸システム企画

上尾市地頭方441番地7

048-781-3405

55

株式会社 じぇいえす埼玉

上尾市地頭方441番地7

048-725-8820

56

シミズ設備工業 株式会社

上尾市谷津2丁目5番10号

048-773-5676

57

有限会社 関口水道

上尾市柏座3丁目1番4号

048-771-7935

58

綜合メンテック 株式会社

上尾市本町3丁目4番12号 鳥海マンション301号

048-770-0123

59

株式会社 田代水道設備

上尾市今泉80番地3

048-781-1068

60

株式会社 中央設備工業

上尾市今泉365番地12

048-725-3232

61

有限会社 中村水道設備

上尾市原新町1番1号

048-771-2703

62

株式会社 中村設備工業所

上尾市錦町1番地18

048-773-8733

63

株式会社 美創建業

上尾市井戸木4丁目16番地3

048-773-5421

64

有限会社 堀井設備

上尾市浅間台4丁目5番地の4

048-772-1764

65

合同会社 マツザキ

上尾市壱丁目南16番地1 グリーンピュア201号

048-717-1519

66

有限会社 松沢設備

上尾市壱丁目南18番地1

048-726-3350

67

株式会社 やなぎ

上尾市平塚3010番地3

048-772-5197

68

有限会社 朝見住設

鴻巣市屈巣2382番地

048-569-0995

69

株式会社 イシワタ

鴻巣市北根1643番地

048-569-0613

70

株式会社 伊藤住宅設備

鴻巣市松原2丁目4番11号

048-507-7881

71

株式会社 小川商店

鴻巣市本町7丁目6番2号

048-541-0126

72

桐原設備工業所

鴻巣市広田3459番地12

048-596-1842

73

有限会社 シンセイ

鴻巣市宮前38番地20

048-598-4134

74

有限会社 関根設備

鴻巣市登戸341番地1

048-597-1244

75

株式会社 羽鳥工業

鴻巣市屈巣3533番地1

048-569-0741

76

有限会社 平賀設備工業

鴻巣市明用301番地

048-548-1739

77

株式会社 福島設備

鴻巣市糠田1645番地の2

048-596-0940

78

株式会社 水野水道

鴻巣市人形4丁目6番27号

048-541-5361

79

株式会社 和幸

鴻巣市下谷59番地

048-541-4940

80

アグゼ 株式会社

行田市持田3丁目6番7号

048-555-3459

81

ダイセーExt 株式会社 埼玉事業所

行田市持田2364番地1

048-598-4353

82

有限会社 田中設備

行田市深水町2番地28

048-554-2416

83

森設備 株式会社

行田市長野5丁目16番地1

048-556-2300

84

株式会社 大昇

熊谷市佐谷田2964番地2

048-525-3780

85

株式会社 中島水道

熊谷市万吉709番地7

048-536-5151

86

有限会社 中村フィクセル

熊谷市久下1692番地4

048-522-5490

87

株式会社 アイダ設計

さいたま市大宮区桜木町2丁目286番地

048-726-8613

88

旭化成ライフライン株式会社 埼玉事業所

さいたま市北区宮原町4丁目69番1号

048-662-1225

89

有限会社 旭工舎

さいたま市岩槻区徳力346番地

048-793-3055

90

新井ポンプ工業 株式会社

さいたま市岩槻区徳力86番地

049-794-2432
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91

株式会社 池上管工

さいたま市西区土屋491番地1

048-624-2044

92

有限会社 石川工業

さいたま市北区吉野町2丁目223番地23

048-668-8001

93

株式会社 MSフィールド

さいたま市西区指扇領別所366番地7

048-621-3535

94

有限会社 倉元興業

さいたま市岩槻区黒谷2158番地の33

048-798-5541

95

有限会社 栗原水道工業

さいたま市浦和区木崎4丁目19番29号

048-829-8356

96

有限会社 ケーワイエンジニアリング

さいたま市北区別所町47番地24

048-663-0818

97

株式会社 埼玉総合設備

さいたま市見沼区風渡野351番地の15

048-686-1234

98

株式会社 茂田工業所

さいたま市北区東大成町2丁目376番地2

048-666-6868

99

シンアイ工業 株式会社

さいたま市中央区上峰1丁目11番2号

048-782-9844

100 株式会社 シンエイ

さいたま市北区本郷町260番地

048-666-3366

101 新日本設備工業 株式会社

さいたま市岩槻区東岩槻2丁目5番6号 森泉ビル3Ｆ

048-797-5633

102 積和建設埼玉栃木 株式会社

さいたま市見沼区東大宮6丁目14番地10

048-686-7331

103 株式会社 創研 埼玉支店

さいたま市緑区東浦和4丁目33番地14

048-810-1717

104 大協和工業 株式会社

さいたま市西区宝来1425番地1

048-623-3711

105 株式会社 太陽商工

さいたま市緑区上野田574番地3

048-878-1905

106 大和工業 株式会社

さいたま市岩槻区笹久保新田1025番地3

048-796-8813

107 有限会社 田口住設

さいたま市見沼区御蔵1184番地4

048-682-4343

108 ハギワラ 株式会社

さいたま市見沼区深作3丁目24番地3

048-681-0220

109 有限会社 長谷川設備工業

さいたま市西区西遊馬902番地1

048-626-2385

110 株式会社 深谷設計設備

さいたま市北区別所町38番地10

048-783-4090

111 有限会社 三鈴商工

さいたま市北区奈良町50番地11

048-663-4010

112 株式会社 ミナミ

さいたま市岩槻区黒谷2146番地5

048-798-5877

113 株式会社 宮下工業

さいたま市西区植田谷本854番地3

048-625-5966

114 株式会社 宮設備

さいたま市北区盆栽町95番地2

048-871-5318

115 株式会社 良松

さいたま市北区東大成町1丁目460番地

048-666-1200

116 株式会社 ワイズ・ウォーター

さいたま市見沼区大谷1285番地1

048-878-8253

117 カナモリ産業 株式会社

伊奈町小室4684番地5

048-722-8601

118 有限会社 北沢設備工業

伊奈町内宿台5丁目102番地

048-728-2404

119 有限会社 平柳設備

伊奈町大針1335番地12

048-721-1635

120 有限会社 矢部設備工業所

伊奈町中央1丁目51番地

048-721-3795

121 株式会社 彩水設備

川越市鯨井新田45番地2

049-298-6130

122 株式会社 伊藤住設

川越市上寺山458番地10

049-226-5071

123 エコアシスト

川越市大仙波954番地1 ライオンズマンション川越604号

070-4129-0757

124 株式会社 小髙設備

川越市下広谷512番地1

049-239-3900

125 川越設備 株式会社

川越市上老袋495番地2

049-223-2816

126 有限会社 高橋設備

川越市喜多町3番地6

049-222-1324

127 有限会社 湯山設備工業所

川越市中台元町1丁目5番地15

049-242-5064

128 株式会社 カタノ

川口市元郷5丁目9番13号

048-222-5260

129 株式会社 荒川設備

川口市峯810番地の12

048-297-8999

130 有限会社 磯部設備

川口市柳崎2丁目25番31号

048-269-0352

131 株式会社 小杉設美

越谷市北川崎740番地1

048-984-7044

132 池中建設 株式会社

越谷市東越谷7丁目31番地3

048-964-3611

133 平井管工 株式会社

春日部市上大増新田19番地1

048-872-7612

134 有限会社 本田工業

春日部市谷原新田1404番地

048-736-2929

135 株式会社 木村設備

宮代町本田4丁目10番32号

0480-32-7788
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136 株式会社 空衛設備

宮代町東331番地6

0480-37-3317

137 株式会社 中村工業所 宮代営業所

宮代町山崎745番地2号

0480-32-4817

138 有限会社 優輝設備

宮代町本田5丁目9番20号

0480-33-5508

139 株式会社 熊谷設備工業

杉戸町宮前137番地56

0480-38-0043

140 有限会社 ジャパン管工

杉戸町佐左ヱ門788番地3

0480-36-5521

141 株式会社 大三

杉戸町杉戸2丁目16番15号

0480-37-2411

142 株式会社 エハラ設備

白岡市荒井新田83番地の2

0480-97-0058

143 株式会社 享和

白岡市下野田809

0480-92-2345

144 守合設備

白岡市千駄野862番地4

0480-53-3988

145 株式会社 山田設備工業

白岡市西8丁目15番1

0480-92-2251

146 株式会社 弓木電設社

白岡市小久喜1161番地3

0480-92-6983

147 株式会社 共栄設備

蓮田市江ヶ崎1711番地

048-768-2012

148 郷設備

蓮田市根金1785番地

048-766-6646

149 有限会社 加藤設備

久喜市菖蒲町下栢間2686番地

0480-85-7879

150 株式会社 トミザワ設備

久喜市上町6番52号

0480-21-0946

151 深作設備工業 株式会社

久喜市久喜北1丁目10番4号

0480-21-3175

152 有限会社 小島水道工業

加須市北篠崎212番地

0480-68-5743

153 株式会社 彩玉

加須市中種足1497番地

0480-53-3432

154 株式会社 福田設備工業

加須市中種足1529番地

0480-73-2848

155 株式会社 丸山設備

加須市新川通420番地5

0480-53-3040

156 有限会社 ラピスト

加須市道地1205番地1

0480-73-7277

157 株式会社 いいじま

川島町上伊草1364番地

049-297-0457

158 マツオ興業 株式会社

川島町上伊草821番地1

049-297-0792

159 有限会社 矢内住設

吉見町長谷1114番地23

0493-54-0221

160 有限会社 横田設備

吉見町荒子868番地

0493-54-3617

161 有限会社 飯村設備工業

東松山市毛塚894番地5

0493-35-0566

162 有限会社 金子設備

東松山市上唐子1401番地

0493-23-3179

163 田嶌設備

東松山市田木938番地1

0493-34-3396

164 有限会社 東昌設備

東松山市正代1005番地

0493-35-3354

165 株式会社 ユーライフ

東松山市石橋1696番4

0493-81-5678

166 有限会社 平設備

滑川町伊古158番地1

0493-57-1157

167 有限会社 アイル設備工業

坂戸市塚越237番地13

049-282-4294

168 株式会社 くはら設備

坂戸市塚越1203番地1

049-280-8777

169 株式会社 たなか住設

坂戸市関間4丁目1番5号

049-281-0009

170 有限会社 中島設備工業所

坂戸市花影町2番25号

049-283-4665

171 有限会社 川﨑設備工業

鶴ヶ島市新町3丁目21番地102

049-286-7041

172 有限会社 若葉建設工業

鶴ヶ島市藤金122番地12

049-286-4039

173 株式会社 アイトップ

狭山市入間川2丁目21番24号

04-2952-2274

174 横田設備工業 株式会社 埼玉支店

新座市片山1丁目15番31号

048-479-9404

175 株式会社 吉元工務店

ふじみ野市ふじみ野3丁目1番10号

049-264-0855

176 青木土木工業 株式会社

飯能市双柳5番地8

042-978-7513

177 株式会社 鈴木総合設備

久喜市菖蒲町台977番地

0480-85-4111

178 株式会社 早坂設備

越谷市神明町二丁目279番地7

048-916-5546

179 株式会社 友信工業

狭山市大字根岸656番地

04-2941-2444

180 石黒設備工業 株式会社

比企郡川島町大字角泉412番地

049-297-1151

桶川市下水道指定工事店一覧
指定
番号

名

称

工 事 店 住 所

(令和4年4月1日現在)

電話番号

181 翡水

川口市領家2丁目17番25号

048-400-2905

182 株式会社 ハウスプラミングエンタープライズ

行田市富士見町一丁目9番地3

048-564-0166

183 有限会社 萩原工業

さいたま市中央区上峰二丁目2番3号

048-851-4110

184 大久保設備設計

日高市大字高萩2631番地61

042-989-4688

185 野口水道

熊谷市村岡１番地

048-536-1676

