
市内事業者 地区 名 称 住 所 電話番号

安中 有限会社　ジーワイ燃設 群馬県安中市安中4-5-3 027-382-2891

安中 安中土建　株式会社 群馬県安中市安中3-15-17 027-381-0300

安中 飯島屋 群馬県安中市安中2-5-5 027-381-1663

安中 株式会社　フェニックス 群馬県安中市安中5188 027-382-5262

安中 株式会社　大手組 群馬県安中市中宿1-2-31 027-381-0420

安中 有限会社　黒須設備工業 群馬県安中市安中2-4-17 027-381-1148

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

安中 関東建設工業　株式会社 群馬県安中市高別当347-1 027-382-2711

安中 有限会社　福美商事 群馬県安中市安中1-17-2 027-381-0293

安中 株式会社　ヤマハチクボニワ 群馬県安中市安中2-5-15 027-381-0435

安中 佐藤燃料　株式会社 群馬県安中市安中3866 027-381-1111

安中 伊勢崎ラジオ 群馬県安中市安中3-2-13 027-381-0510

安中 久保庭プロパン瓦斯商店 群馬県安中市安中2-2-31 027-381-0714

安中 株式会社　氷見鉄工所 群馬県安中市安中1-16-13 027-381-0678

安中 有限会社　渋谷設備 群馬県安中市中宿725 027-381-1262

安中 スズキ建設 群馬県安中市安中3524 027-381-1632

安中 株式会社　群馬水工 群馬県安中市安中3906-6 027-382-9433

安中 有限会社　武美工業 群馬県安中市安中1212-1 027-382-5061

安中 柏越興業 群馬県安中市安中1-20-28 027-382-2038

原市 小板橋建設　株式会社 群馬県安中市郷原675 027-385-6305

原市 上毛天然瓦斯工業　株式会社 群馬県安中市原市2009 027-385-8121

原市 株式会社　ユタカ 群馬県安中市原市1642-3 027-385-7647

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

原市 有限会社　関山設備 群馬県安中市原市2899-8 027-385-6672

原市 第一設備工業　有限会社 群馬県安中市原市1608-1 027-385-8769

原市 有限会社　田中工作所 群馬県安中市原市3-5-4 027-385-4126

原市 株式会社　半田組 群馬県安中市原市3-4-43 027-385-8374

原市 株式会社　田中土木 群馬県安中市原市4-4-38 027-385-6325

原市 株式会社　高橋ハウジング 群馬県安中市原市412-1 027-380-5950

磯部 高崎ホンダ電設　株式会社 群馬県安中市大竹74-7 027-382-3005

磯部 清水（R)電機商会 群馬県安中市磯部1-19-1 027-385-6953

磯部 有限会社　須藤工業 群馬県安中市下磯部1472 027-381-2322

磯部 株式会社　東京久栄　磯部営業所 群馬県安中市磯部2-288 027-385-6772

磯部 東日本三菱農機販売　株式会社 群馬県安中市磯部2-157-1 027-380-6366

磯部 株式会社　茂木商店 群馬県安中市磯部3-4-16 027-385-6336

磯部 オオカワラ住器 群馬県安中市大竹196-9 027-382-1987

秋間 萩原建設　株式会社 群馬県安中市下秋間654 027-381-2850

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

秋間 安中プロパン 群馬県安中市下秋間234 027-381-0717

秋間 N'sブレーン 群馬県安中市下秋間4169-1 027-381-1961

秋間 サトウ住設 群馬県安中市中秋間677 027-382-5612

後閑 鬼形建設　有限会社 群馬県安中市下後閑1121 027-385-7530

後閑 田中建設　株式会社 群馬県安中市中後閑700-1 027-385-8997

安中地区



市内事業者 地区 名 称 住 所 電話番号

後閑 株式会社　反町備工 群馬県安中市下後閑3237-1 027-384-2058

板鼻 株式会社　野口組 群馬県安中市板鼻2-8-44 027-381-0709

板鼻 豊島エアコンサービス 群馬県安中市板鼻2-5-4 027-381-1036

板鼻 有限会社　清水設備 群馬県安中市板鼻618-11 027-382-6511

東横野 株式会社　茂木設備 群馬県安中市鷺宮924-9 027-381-6616

東横野 有限会社　松本住設 群馬県安中市中野谷2166 027-385-6278

東横野 飯塚電気 群馬県安中市鷺宮3087-4 027-382-5597

東横野 コーエイ住設 群馬県安中市上間仁田447 027-381-4698

東横野 株式会社 白坂工業 群馬県安中市鷺宮949 027-382-4710

市内事業者 地区 名 称 住 所 電話番号

坂本 株式会社　丸久 群馬県安中市松井田町原甲68 027-395-2155

臼井 児玉工業　有限会社 群馬県安中市松井田五料77-1 027-393-3118

臼井 峰岸土木　株式会社 群馬県安中市松井田町横川552-5 027-395-3711

臼井 有限会社　佐藤商店 群馬県安中市松井田町横川405 027-395-2323

臼井 土屋建設　株式会社 群馬県安中市松井田町五料1634-1 027-395-2923

臼井 有限会社　佐藤産業建設 群馬県安中市松井田町五料105 027-380-3055

松井田 株式会社　松屋 群馬県安中市松井田町新堀325-2 027-393-0125

松井田 有限会社　内堀設備工事 群馬県安中市松井田町松井田614-1 027-393-0157

松井田 株式会社　飯沼組 群馬県安中市松井田町新堀甲1347 027-393-1260

松井田 株式会社　忰田建設工業 群馬県安中市松井田町松井田251-1 027-393-0316

松井田 茂木電機商会 群馬県安中市松井田町新堀24 027-393-0086

西横野 大貫総業 群馬県安中市松井田町八城甲189 027-393-0963

西横野 高橋設備 群馬県安中市松井田町人見1982-3 027-393-5126

西横野 ミヤマデンキ 群馬県安中市松井田町八城260 027-393-1209

西横野 有限会社　猿谷電機商会 群馬県安中市松井田町八城乙169-1 027-393-0152

西横野 株式会社　ユーキ建設 群馬県安中市松井田町人見800-1 027-393-3950

九十九 小板橋建築 群馬県安中市松井田町小日向575 027-393-3272

九十九 有限会社　金子屋商店 群馬県安中市松井田町国衙90-1 027-393-0332

細野 株式会社　萩原工業 群馬県安中市松井田町土塩499 027-393-1480

細野 群栄工業　株式会社 群馬県安中市松井田町新井582 027-393-1012

細野 原田設備 群馬県安中市松井田新井1393 027-393-2323

細野 亀倉建設　株式会社 群馬県安中市松井田町上増田2824 027-393-2828

細野 プラス住建 群馬県安中市松井田町新井431-1 027-393-5641

市外事業者 地区 名 称 住 所 電話番号

高崎市 つちや設備 群馬県高崎市井野町1322 027-362-1057

高崎市 清水工業　有限会社 群馬県高崎市箕郷町西明屋100 0273-71-3383

高崎市 株式会社　関永工業 群馬県高崎市新町1278-3 0274-42-4400

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

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

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

高崎市 歌代設備 群馬県高崎市吉井町大字岩崎617-6 027-388-2880

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

高崎市 熊井戸工業　株式会社 群馬県高崎市江木町710-1 027-322-4187

松井田地区



市外事業者 地区 名 称 住 所 電話番号

高崎市 株式会社　桜井水道 群馬県高崎市寺尾町甲132 027-326-3788

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

高崎市 株式会社　植原設備工業 群馬県高崎市八幡町711-1 027-343-8282

高崎市 有限会社　糸仙 群馬県高崎市八幡町908-2 027-343-4766

高崎市 高崎施設工業　株式会社 群馬県高崎市江木町82 027-322-2198

高崎市 ミサワリゾート　株式会社　群馬支社 群馬県高崎市中尾町17-1 027-255-2611

高崎市 株式会社　スカワ 群馬県高崎市倉賀野町1717 027-346-1849

高崎市 有限会社　ケイ・アイ・エヌ 群馬県高崎市問屋町1-3-9 027-364-4322

高崎市 カワナベ工業　株式会社 群馬県高崎市矢中町319-6 027-352-9190

高崎市 美山水道　有限会社 群馬県高崎市上並榎町92-3 027-362-0682

高崎市 有限会社　長設工業 群馬県高崎市下室田町2375 027-374-1185

高崎市 株式会社　岸土木 群馬県高崎市高関町445 027-325-6732

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

高崎市 有限会社　吉美工業 群馬県高崎市吉井町本郷243-5 027-387-8755

高崎市 原田管工設備 群馬県高崎市倉渕町水沼488 027-378-3764

高崎市 株式会社　環境保全センター 群馬県高崎市八幡町946-4 027-343-1267

高崎市 有限会社　内川水道設備 群馬県高崎市本郷町2035 027-344-5490

高崎市 クシダ工業　株式会社 群馬県高崎市貝沢町甲965 027-362-1234

高崎市 飯泉工業　株式会社 群馬県高崎市上佐野町377 027-322-4386

高崎市 東栄電工　株式会社 群馬県高崎市飯塚町1447 027-362-5836

高崎市 株式会社　ジャパック 群馬県高崎市倉賀野町2698 027-346-1170

高崎市 山中工業　株式会社 群馬県高崎市大八木町9 027-364-3331

高崎市 カブラサービス 群馬県高崎市吉井町岩崎327 027-388-5252

高崎市 株式会社　カノウ設備 群馬県高崎市稲荷台町135-1 027-372-1638

高崎市 荻原設備　株式会社 群馬県高崎市石原町1216 027-322-2281

高崎市 株式会社　貝沢設備工業 群馬県高崎市井野町1138-1 027-362-3723

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

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

高崎市 サンエツ設備 群馬県高崎市吉井町吉井720-3 027-387-7732

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

高崎市 株式会社　ベルテックス 群馬県高崎市鶴見町7-5-305 027-384-3818

高崎市 有限会社　木暮水道工業所 群馬県高崎市石原町493-1 027-322-6145

高崎市 中村設備 群馬県高崎市箕郷町矢原381-7 027-371-7698

高崎市 株式会社　サンエス商会 群馬県高崎市天神町6 027-362-5243

高崎市 有限会社　塚越住設 群馬県高崎市箕郷町生原1983-13 027-371-5850

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

高崎市 有限会社　下川水道 群馬県高崎市下大類町796-1 027-352-8571

高崎市 株式会社　武井工業 群馬県高崎市中室田町48-1 027-374-1176

高崎市 有限会社　岩丸設備 群馬県高崎市白岩町909 027-343-8031

高崎市 株式会社　フェニックス 群馬県高崎市八千代町1-17-1 027-322-1000

高崎市 徳江設備 群馬県高崎市上中居町1413-9 027-352-3220

高崎市 三明住宅設備　有限会社 群馬県高崎市栄町19-11 027-327-9304

高崎市 株式会社　HOUSUI 群馬県高崎市北双葉町9-17 027-310-6234



市外事業者 地区 名 称 住 所 電話番号

高崎市 株式会社　清水設備 群馬県高崎市本郷町1046-3 027-386-5132

高崎市 有限会社　金井住設 群馬県高崎市棟高町1071-4 027-373-1292

高崎市 たかまソーラー 群馬県高崎市東町254 027-325-1415

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

高崎市 株式会社　ツカダ住設 群馬県高崎市塚田町224-1 027-350-3380

高崎市 アキモト設備 群馬県高崎市下大島町40-1 027-343-2059

高崎市 フルヤ設備 群馬県高崎市箕郷町矢原952-1 027-371-4580

高崎市 株式会社　エイテック 群馬県高崎市下大島町40-1 027-386-9720

高崎市 相澤工業 株式会社 群馬県高崎市三ツ寺町1175 027-373-0062

高崎市 相模住設 群馬県高崎市倉渕村水沼1262 027-384-2405

高崎市 大東設備 群馬県高崎市八幡町1079-48 027-344-1627

高崎市 工藤管工 株式会社 群馬県高崎市棟高町1219-1 027-373-0003

高崎市 株式会社　コイケ 群馬県高崎市足門町367-37 027-373-7576

高崎市 株式会社　グンシナ 群馬県高崎市井野町1042-1 027-364-3355

高崎市 小井戸設備 群馬県高崎市吉井町神保1284-15 027-387-7422

高崎市 武井設備工業　有限会社 群馬県高崎市鼻高町183-19 027-322-5545

高崎市 藤井水道工業 群馬県高崎市菅谷町1194-2 027-373-0563

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

高崎市 有限会社　飯島工業 群馬県高崎市並榎町179-9 027-327-6889

高崎市 柴山設備 群馬県高崎市中室田町2707 027-374-1966

前橋市 株式会社　ヤマト 群馬県前橋市古市町118 027-290-1821

前橋市 株式会社　シモダ設備工業 群馬県前橋市天川大島町3-57-13 027-261-0578

前橋市 有限会社　大家設備 群馬県前橋市国領町2-6-7 027-234-3888

前橋市 有限会社　三栄設備 群馬県前橋市天川大島町322 027-224-4897

前橋市 株式会社　三国 群馬県前橋市山王町1-14-12 027-267-0019

前橋市 株式会社　ダイキョー 群馬県前橋市上泉町667-3 027-260-6555

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

前橋市 有限会社　関設備工業 群馬県前橋市下細井町323-9 027-233-0902

前橋市 小林水道設備 群馬県前橋市元総社町1399-11 027-252-3894

前橋市 株式会社　小熊工業 群馬県前橋市広瀬町１-9-9 027-261-1229

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

前橋市 株式会社　狩野設備 群馬県前橋市西善町429 027-266-1217

前橋市 株式会社　ニーズ 群馬県前橋市天川町1670-18 080-1235-2112

前橋市 林設備 群馬県前橋市粕川町込皆戸75-1 027-285-4070

前橋市 エムテック 群馬県前橋市南町四丁目41-2 027-221-1120

前橋市 株式会社　PEAKS 群馬県前橋市総社町3-7-13 027-288-0090

前橋市 株式会社　関水 群馬県前橋市清野町60-5 027-212-9738

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

藤岡市 藤岡水道サービス 群馬県藤岡市上大塚357-3 0274-23-9372

藤岡市 藤岡管設　株式会社 群馬県藤岡市中栗須322-7 0274-22-4050

富岡市 株式会社　萬水 群馬県富岡市下高尾519-1 0274-63-1539

富岡市 松井興業　株式会社 群馬県富岡市富岡143-1 0274-67-1112

富岡市 関設備 群馬県富岡市妙義町諸戸400 0274-73-2406



市外事業者 地区 名 称 住 所 電話番号

富岡市 株式会社　武藤建材 群馬県富岡市七日市561-1 0274-63-7161

富岡市 城南工業　株式会社 群馬県富岡市上高瀬1318-7 0274-62-2711

富岡市 深澤管設 群馬県富岡市上小林341-1 0274-67-4020

富岡市 下山設備工業 群馬県富岡市南蛇井488-1 0274-67-2837

富岡市 マルヤマデンキ 群馬県富岡市曽木611-6 0274-62-1063

富岡市 イソダコーポレーション　株式会社 群馬県富岡市下黒岩599-4 0274-62-0666

富岡市 伊早坂設備 群馬県富岡市一ノ宮11-2 0274-63-3055

富岡市 有限会社　水貴水道 群馬県富岡市一ノ宮637-9 0274-63-5939

富岡市 矢野設備 群馬県富岡市富岡2205-8 0274-67-1058

富岡市 永井工業　株式会社 群馬県富岡市神農原55 0274-63-7611

桐生市 橋本設備 群馬県桐生市新里町山上491-2 0277-74-8501

渋川市 有限会社　佐藤設備 群馬県渋川市小野子40-1 0279-59-2452

渋川市 石原工業　株式会社 群馬県渋川市有馬164 0279-56-8111

渋川市 有限会社　相川興業 群馬県渋川市半田861 0279-23-4680

渋川市 北澤設備 群馬県渋川市北橘町下南室523-5 0279-52-4598

沼田市 三峰住宅工業　株式会社 群馬県沼田市井土上町254-1 0278-22-3936

沼田市 有限会社　ミヤタ総合設備 群馬県沼田市久屋原町133-3 0278-23-1040

伊勢崎市 新部設備　株式会社 群馬県伊勢崎市韮塚町909-1 0270-25-5099

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

伊勢崎市 川島工業 群馬県伊勢崎市山王町1394-4 0270-32-2381

伊勢崎市 株式会社　丸雄技研 群馬県伊勢崎市宮子町1430 0270-23-4645

伊勢崎市 三和水工　株式会社 群馬県伊勢崎市堀口町872-5 0270-32-0575

伊勢崎市 株式会社　後藤設備 群馬県伊勢崎市緑町17番12号 0270-50-7581

下仁田町 田丸管工 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田357 0274-82-2357

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

甘楽町 吉田設備 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉2323 0274-74-3478

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

長野原町 有限会社　金木屋工業 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原193-1 0279-82-2169

嬬恋村 株式会社　大畑建設 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原1267 0279-97-3358

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

榛東村 株式会社　清水水道 群馬県北群馬郡榛東村新井1412-2 0279-54-5725

県外事業者 地区 名 称 住 所 電話番号

佐久市 浅間設備工業　株式会社 長野県佐久市岩村田159-3 0267-67-4130

本庄市 有限会社　今井住設 埼玉県本庄市児玉町児玉350-2 0495-72-1894

本庄市 有限会社　アクア 埼玉県本庄市小島2-13-15 0495-23-2433

本庄市 有限会社　新成建設 埼玉県本庄市下野堂651-7 0495-24-3574

神川町 関東日精　株式会社 埼玉県児玉郡神川町原新田1097-1 0495-77-3850

神川町 有限会社　神流設備 埼玉県児玉郡神川町八日市761-6 0495-77-3089

さいたま市 株式会社　アイダ設計 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-286 048-726-8613

川越市 有限会社  湯山設備工業所 埼玉県川越市中台元町一丁目5-15 049-242-5064

世田谷区 三菱電機システムサービス　株式会社 東京都世田谷区太子堂四丁目1-1 03-5431-7723

横浜市 株式会社　クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 0120-500-500

大阪市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ　株式会社 大阪府大阪市中央区城見二丁目1-61 06-7730-8802



県外事業者 地区 名 称 住 所 電話番号

大阪市 株式会社　イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3 ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 06-7739-2525

広島市 株式会社　アクアライン 広島県広島市中区上八丁掘8番8号第1ウエノヤビル6F 082-502-6644


