
下水道排水設備指定工事店一覧 R5.3.24現在

市内 指定工事店名 営業所の所在地 電話番号

松井田地区 有限会社 内堀設備工事 安中市松井田町松井田６１４番地１ 027-393-0157

群栄工業 株式会社 安中市松井田町新井５８２番地 027-393-1012

株式会社 萩原工業 安中市松井田町土塩４９９番地 027-393-1480

プラス住建 安中市松井田町新井４３１番地１ 027-393-5641

児玉工業 有限会社 安中市松井田町五料７７番地１ 027-393-3118

橋爪建工 安中市松井田町二軒在家1708-12 027-393-2378

有限会社 佐藤産業建設 安中市松井田町五料１９５番地 027-380-3055

安中地区 小板橋建設 株式会社 安中市郷原６７５番地 027-385-6305

信越アステック 株式会社 磯部支社 安中市簗瀬８２７番地 027-385-6216

有限会社 田中工作所 安中市原市三丁目５番４号 027-385-4126

株式会社 半田組 安中市原市三丁目４番４３号 027-385-8374

株式会社 茂木設備 安中市鷺宮９２４番地９ 027-381-6616

株式会社 田中土木 安中市原市四丁目４番３８号 027-385-6325

有限会社 関山設備 安中市原市２８９９番地８ 027-385-6672

株式会社 高橋ハウジング 安中市原市４１２番地１ 027-380-5950

第一設備工業 有限会社 安中市原市１６０８番地１ 027-385-8769

株式会社 ユタカ 安中市原市１６４２番地３ 027-385-7647

安中クリーン設備 安中市安中一丁目２４番４３号 027-382-2732

柏越興業 安中市安中一丁目２０番２８号 027-382-2038

株式会社 氷見鉄工所 安中市安中一丁目１６番１３号 027-381-0678

有限会社 福美商事 安中市安中一丁目１７番２号 027-381-0293

飯島屋 安中市安中二丁目５番５号 027-381-1663

碓氷設備 安中市安中二丁目１７番３２号 027-381-2730

久保庭プロパン瓦斯商店 安中市安中二丁目２番３１号  027-381-0714

有限会社 黒須設備工業 安中市安中二丁目４番１７号 027-381-1148

株式会社 ヤマハチクボニワ 安中市安中二丁目５番１５号 027-381-0435

安中土建 株式会社 安中市安中三丁目１５番１７号 027-381-0300

有限会社 ジーワイ燃設 安中市安中四丁目５番３号 027-382-2891

株式会社　群馬水工 安中市安中３９０６番地６ 027-382-9433

佐藤燃料 株式会社 安中市安中３８６６番地 027-381-1111

スズキ建設 有限会社 安中市安中３５２４番地 027-381-1632

有限会社 武美工業 安中市安中１２１２番地１ 027-382-5061

株式会社 フェニックス 安中市安中５１８８番地 027-382-5262

関東建設工業 株式会社 安中市高別当３４７番地１ 027-382-2711

有限会社 山田タイル工業 安中市高別当７２７番地２ 027-381-0075

株式会社 相川管理 安中市古屋６番地１ 027-382-2616

株式会社 大手組 安中市中宿一丁目２番３１号 027-381-0420

有限会社 渋谷設備 安中市中宿７２５番地 027-381-1262

有限会社 入沢電気商会 安中市中秋間１７２７番地２ 027-382-1609

株式会社 多胡 安中市下秋間３０８６番地 027-381-2933

株式会社 大恵 安中市下秋間１１４５番地 027-381-1531

萩原建設 株式会社 安中市下秋間６５４番地 027-381-2850

田中建設 株式会社 安中市中後閑７００番地１ 027-385-8997

鬼形建設 有限会社 安中市下後閑１１２１番地 027-385-7530

有限会社 清水設備 安中市板鼻６１８番地１１ 027-382-6511

豊島エアコンサービス 安中市板鼻二丁目５番４号 027-382-8822

株式会社 野口組 安中市板鼻二丁目８番４４号 027-381-0709

有限会社 松本住設 安中市中野谷２１６６番地 027-385-6278

有限会社 須藤工業 安中市下磯部１４７２番地 027-388-1178

オオカワラ住器 安中市大竹１９６番地９ 027-382-1987

有限会社 関東技建 安中市中後閑１３７２番地１ 027-380-6577

コーエイ住設 安中市上間仁田４４７番地 027-381-4698

株式会社　反町備工 安中市下後閑３２３７番地１ 027-384-2058

サトウ住設 安中市中秋間６７７番地 027-382-5612

永井設備工業 安中市下後閑１５５０番地１ 027-385-1689



市外 指定工事店名 営業所の所在地 電話番号

前橋市 有限会社 石澤設備工業 前橋市富士見町小沢１６８番地２ 027-288-4793

有限会社 大家設備 前橋市国領町二丁目６番７号 027-234-3888

株式会社 小熊工業 前橋市広瀬町一丁目９番地９ 027-261-1229

有限会社 空衛アシスト 前橋市市之関町１０４９番地１４ 027-283-8595

有限会社 三栄設備 前橋市天川大島町３２２番地 027-224-4897

株式会社 シモダ設備工業 前橋市天川大島町三丁目５７番１３号 027-261-0578

有限会社 関設備工業 前橋市下細井町３３２番地９ 027-233-0902

株式会社 ダイキョー 前橋市上泉町６６７番地３ 027-260-6555

ハウスクリンアップサービス 前橋市鳥羽町１５９番地６ 027-252-9454

株式会社 三国 前橋市山王町一丁目１４番地の２ 027-267-0019

株式会社 ニチエ 前橋市石倉町１丁目１７番地１２ 日江ビル 027-289-4805

株式会社 ニーズ 前橋市天川町１６７０番地１８ 027-226-5953

林設備 前橋市粕川町込皆戸７５番地７ 027-285-4070

エムテック 前橋市南町四丁目４１番地２ 027-221-1120

株式会社　狩野設備 前橋市西善町４２９番地 027-266-1217

株式会社　PEAKS 前橋市総社町三丁目７番地１３ 027-288-0090

有限会社　新成建設 前橋市二之宮町2558-1 027-288-0041

株式会社　関水 前橋市清野町60-5 027-212-9738

ｈａｎｇｏｖｅｒ 前橋市下細井町323番地9 027-289-0677

誠興設備工業株式会社 前橋市富士見町米野974-2 027-289-0006

高崎市 株式会社 アクア 高崎市中大類町４４０番地３ 027-353-1012

株式会社 アリマ設備工業 高崎市小八木町１８１２番地２ 027-361-8231

飯泉工業 株式会社 高崎市上佐野町３７７番地 027-322-4386

有限会社 糸仙 高崎市八幡町９０８番地２ 027-343-4766

有限会社 岩丸設備 高崎市白岩町９０９番地 027-343-8031

株式会社 植原設備工業 高崎市八幡町７１１番地１ 027-343-8282

有限会社 内川水道設備 高崎市本郷町２０３５番地 027-344-5490

荻原設備 株式会社 高崎市石原町１２１６番地 027-322-2281

株式会社 貝沢設備工業 高崎市井野町１１４１番地１　Felicita・F 027-362-3723

有限会社 金井住設 高崎市棟高町１０７１番地４ 027-373-1292

株式会社 カノウ設備 高崎市稲荷台町１３５番地１ 027-372-1638

株式会社 環境保全センター 高崎市下大島町６２６番地 027-343-1267

株式会社 環境管理センター 高崎市新後閑町２８１番地３ 027-322-1984

株式会社 岸土木 高崎市高関町４４５番地１ 027-325-6732

有限会社 ケイ・アイ・エヌ 高崎市北双葉町９番地１７ 027-329-7711

有限会社 小泉設備工業 高崎市下佐野町４４９番地５ 027-320-2658

サンエツ設備 高崎市吉井町吉井７２０番地２ 027-387-7732

株式会社 サンエス商会 高崎市天神町６番地 027-362-5243

株式会社 清水工業所 高崎市下室田町１２８５番地２ 027-374-1560

株式会社 清水設備 高崎市本郷町１０４６番地３ 027-386-5132

有限会社 下川水道 高崎市下大類町７９６番地の１ 027-352-8571

有限会社 シライワ設備 高崎市倉賀野町１１１１番地８ 027-346-5720

株式会社 神保水道設備 高崎市下里見町１７０３番地１ 027-343-3915

株式会社 スカワ 高崎市倉賀野町１７１７番地 027-346-1849

株式会社 須田ホームサービス 高崎市赤坂町８０番地 027-322-4156

高崎施設工業 株式会社 高崎市江木町８２番地 027-322-2198

たかまソーラー 高崎市東町２５４ 027-325-1415

株式会社 武井工業 高崎市中室田町４８番地１ 027-374-1176

有限会社 長設工業 高崎市下室田町２３７５番地 027-374-1185

有限会社 塚越住設 高崎市箕郷町生原１８５４番地２ 027-371-5850

株式会社 ツカダ住設 高崎市塚田町２２４番地１ 027-350-3380

つちや設備 高崎市井野町１３２２番地 027-362-1057

東栄電工 株式会社 高崎市飯塚町１４４７番地 027-362-5836

徳江設備 高崎市上中居町１４１３番地９ 027-352-3220

中村設備 高崎市箕郷町矢原３８１番地７ 027-371-7698

有限会社 東山総業 高崎市浜川町２２０３番地４ 027-344-5062

株式会社 フェニックス 高崎市八千代町一丁目１７番１号 027-322-1000

株式会社 ベルテックス 高崎市鶴見町７番地５（３０５） 027-384-3818

株式会社 ＨＯＵＳＵＩ 高崎市北双葉町９番地１７ 027-310-6234



市外 指定工事店名 営業所の所在地 電話番号

高崎市 三明住宅設備 有限会社 高崎市栄町１９番１１号 027-327-9304

宮野環境設備 株式会社 高崎市倉賀野町５６７番地の４ 027-346-2468

美山水道 有限会社 高崎市上並榎町９２番地３ 027-362-0682

山中工業 株式会社 高崎市大八木町９番地 027-364-3331

ヨシダ設備興業 株式会社 高崎市小八木町９２１番地 027-361-1030

有限会社 吉美工業 高崎市吉井町本郷２４３番地５ 027-387-8755

株式会社　アイダ設計 高崎市栄町１７－２１ 027-324-3833

狩野工業 有限会社 高崎市箕郷町柏木沢１７０６－２ 027-371-2125

株式会社 Ｎ’sブレーン 高崎市下里見町１３５５番地２ 027-340-1161

アキモト設備工業株式会社 高崎市町屋町９１１－３ 027-388-9625

フルヤ設備 高崎市箕郷町矢原９５２－１ 090-3331-0894

株式会社 エイテック 高崎市下大島町４０－１ 027-386-9720

相澤工業 株式会社 高崎市三ツ寺町１１７５ 027-373-0062

相模住設 高崎市倉渕町水沼１２６２ 027-384-2405

株式会社　大東設備 高崎市八幡町１０７９－４８ 027-344-1627

柴山設備 高崎市中室田町２７０７ 027-374-1966

工藤管工 株式会社 高崎市棟高町１２１９ー１ 027-373-0003

関東日精 株式会社 高崎市下佐野町３ー１ 0495-77-3850

株式会社　コイケ 高崎市足門町６３７番地３７ 027-373-7576

武井設備工業　有限会社 高崎市鼻高町１８ー１９ 027-322-5545

小井戸設備 高崎市吉井町神保１２８４ー１５ 027-387-7422

藤井水道工業 高崎市菅谷町１１９４番地２ 027-373-0563

株式会社　グンシナ 高崎市井野町１０４２番地１ 027-364-3355

カブラサービスLifeLine 株式会社 高崎市吉井町岩崎３２７番地 027-388-5252

エス・テー・テクノ　株式会社 高崎市貝沢町１２２７番地１ 027-370-6260

株式会社　中澤設備 高崎市倉渕町権田１９８６番地２ 027-378-2179

株式会社　大進産業 高崎市箕郷町矢原１８７１番地７ 027-388-1057

株式会社　エクテス 北群馬郡吉岡町大久保２８９２番地１ 0279-54-9743

株式会社　木島工業 高崎市下小鳥町７３７ 027-388-8334

伊勢崎市 川岸工業 株式会社 伊勢崎市境三ツ木２２４番地１０ 0270-70-2470

新部設備 株式会社 伊勢崎市韮塚町９０９番地１ 0270-25-5099

川島工業 伊勢崎市山王町１３９４番地４ 0270-32-2381

三和水工 株式会社 伊勢崎市堀口町８７２番地５ 0270-32-0570

株式会社 後藤設備 伊勢崎市緑町１７番地２１ 0270-50-7581

株式会社 鈴木設備工業 伊勢崎市田部井町二丁目１２６８番地３ 0270-62-7932

有限会社 佐藤設備工業 伊勢崎市境西今井１番地１２ 0270-76-3671

株式会社　日建 伊勢崎市宮子町２８２８ 0270-61-6668

渋川市 有限会社 相川興業 渋川市半田８６１番地 0279-23-4680

有限会社 佐藤設備 渋川市小野子４０番地１ 0279-59-2452

北澤設備 渋川市北橘町下南室５２３番地５ 0279-52-4598

芙蓉建設株式会社 渋川市北橘町八崎１４４０番地 0279-23-5018

藤岡市 セキグチガレージ 藤岡市中栗須１６１番地９ 0274-24-0631

藤岡水道サービス 藤岡市上大塚３５７番地３ 0274-23-9372

藤岡管設 株式会社 藤岡市中栗須３２２番地７ 0274-22-4050

富岡市 イソダ・コーポレーション 株式会社 富岡市下黒岩５９９番地の４ 0274-62-0666

伊早坂設備 富岡市一ノ宮１１番地２ 0274-63-3055

城南工業 株式会社 富岡市上高瀬１３１８番地７ 0274-62-2711

下山設備工業 富岡市南蛇井４８８番地１ 0274-67-2837

関設備 富岡市妙義町諸戸４００番地 0274-73-2406

深澤管設 富岡市上小林３４１番地１ 0274-67-4020

松井興業 株式会社 富岡市富岡１４３番地２ 0274-67-1112

有限会社 水貴水道 富岡市一ノ宮６３７番地９ 027-387-2555

株式会社 武藤建材 富岡市七日市５６１番地１ 0274-63-7161

永井工業 株式会社 富岡市神農原５５番地 0274-63-7611

有限会社　柳田水道工事店 富岡市下丹生１２８６番地２ 0274-67-3106

有限会社　タカマ 富岡市七日市５６０番地 0274-62-1044

マルヤマデンキ 富岡市曽木６１１番地６ 0274-62-1063

矢野設備 富岡市富岡２２０５番地８ 0274-67-1058

北群馬郡 株式会社 清水水道 北群馬郡榛東村大字新井１４１２番地２ 0279-54-5725

細野水道設備 北群馬郡榛東村大字広馬場５０８番地２ 0279-54-7934



市外 指定工事店名 営業所の所在地 電話番号

甘楽郡 新井建設 甘楽郡甘楽町大字福島５６５番地 0274-74-2253

有限会社 大類設備工業所 甘楽郡甘楽町大字白倉６４３番地２ 0274-74-5117

株式会社　斎藤管工 甘楽郡甘楽町大字国峰１７８６番地 0274-74-4756

吉田設備 甘楽郡甘楽町大字白倉２３２３番地 0274-74-3478

田丸管工 甘楽郡下仁田町大字下仁田３５７番地 0274-82-2357

佐波郡 有限会社　湯山設備工業所　群馬支店 佐波郡玉村町大字小泉１４２番地５ 0270-61-8625


