指定番号
2
4
7
9
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
28
29
31
32
33
34
38
39
40
43
44
45
46
52
58
62
63
65
69
72
73
74
75
81
82
83
85
87
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
103
105
106
108
109
111
112
116
117
118
119
120
124

志 木 市 指 定 下 水 道 工 事 店
指定工事店名
所在地
株式会社 上原水道
志木市上宗岡2-16-35
有限会社 三枝鉄工所
志木市柏町1-14-2
明央産業 株式会社
志木市中宗岡2-13-14
木下建設 株式会社
志木市下宗岡4-15-24
綱商
志木市幸町3-2-39
針ヶ谷設備工業 株式会社
志木市本町2-6-33
株式会社 細田管工
志木市下宗岡3-4-9
関口工業 株式会社
志木市中宗岡1-3-34
ハマノ建設 株式会社
志木市上宗岡5-18-3
株式会社 抜井商事
志木市上宗岡5-2-31
有限会社 谷岡設備工業
志木市幸町4-4-20
株式会社 伊東土木
志木市上宗岡2-18-33
株式会社 関設備工業
新座市新堀2-8-34
株式会社 埼京住設工業
新座市馬場4-13-1
株式会社 中村屋住宅設備機器 朝霞市膝折町1-12-15
有限会社 篠田設備
富士見市鶴馬3245
栗原設備 株式会社
和光市新倉7-1-29
有限会社 飯島設備
富士見市水谷東3-2-10
株式会社 渡邊組
さいたま市桜区大字下大久保994
埼玉設備工業 株式会社
川越市岸町1-15-16
株式会社 三津穗
富士見市水谷東1-26-5
丸勤商事 株式会社
和光市中央1-6-20
協和工業 株式会社
富士見市針ヶ谷1-9-9
株式会社 伊藤住設
川越市大字上寺山458-10
株式会社 光和設備工業
さいたま市桜区西堀4-9-17
有限会社 寿商会
川越市豊田町3-9-20
株式会社 三栄設備
朝霞市三原5-3-16
紀和建設工業 株式会社
和光市下新倉3-14-30
株式会社 磯野商事
新座市池田2-2-35
株式会社 牛村水道工業
川越市大字的場2215-5
有限会社 平設備
滑川町伊古158-1
株式会社 イハラ
和光市白子1-1-12
三室建設 株式会社
さいたま市西区三橋5-645-1
積和建設埼玉 株式会社
さいたま市見沼区東大宮6-14-10
株式会社 アサヒ
川越市大字砂新田6-12-11
株式会社 泉山設備
北本市石戸5-268
株式会社 オチアイ
三芳町大字藤久保1122-4
有限会社 湯山設備工業所
川越市中台元町1-5-15
有限会社 マルナカ設備工業
三芳町大字藤久保3943-3
株式会社 上原工業
和光市新倉2-31-5
株式会社 アイダ設計
さいたま市大宮区桜木町2-286
有限会社 坂井設備工業所
川越市石原町1-46-8
株式会社 杉山設備
川越市今福1024-24
有限会社 小原設備工業
新座市馬場1-9-29
株式会社 タニムラ設備
志木市中宗岡3-9-3光ビル1階
横田設備工業 株式会社 埼玉支店 新座市片山1-15-31
有限会社 斉藤水道工業所
富士見市鶴瀬東2-2-17
有限会社 増根住設
新座市道場1-13-20
有限会社 忠光
入間市宮寺3145-1
有限会社 高橋設備
川越市喜多町3-6
有限会社 小野設備
川越市下赤坂320-1
有限会社 丸進工営
新座市菅沢1-10-18
株式会社 小高設備
川越市大字下広谷512-1
新井ポンプ工業 株式会社
さいたま市岩槻区大字徳力86
有限会社 北沢設備工業
伊奈町内宿台5-102
吉川施設工業 株式会社
所沢市久米2222-18
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47-24
株式会社 並木住設
新座市本多1-1-36
株式会社 池上管工
さいたま市西区大字土屋491-1
株式会社 アイトップ
狭山市入間川2-21-24
有限会社 三幸システム企画
上尾市大字地頭方441-7
杉山設備工業
富士見市大字勝瀬1603-1
株式会社 宮下工業
さいたま市西区植田谷本854-3
有限会社 鯉川設備
新座市石神4-7-19
株式会社 新光工業
川口市北原台3‐16‐9

平成30年10月1日

電話番号
048-471-2339
048-471-0076
048-473-5321
048-472-5757
048-472-0061
048-477-1351
048-473-7232
048-472-2822
048-473-6786
048-471-4636
048-472-4813
048-476-2211
042-491-1256
048-481-8516
048-461-0028
049-252-0858
048-461-6855
048-473-8328
048-858-1904
049-241-4343
049-252-3481
048-463-1630
049-252-2333
049-226-5071
048-839-9611
049-245-9121
048-463-3495
048-463-2011
048-478-2282
049-231-0809
049-357ｰ1157
048-464-1342
048-651-8453
048-686-1191
049-243-0202
048-592-7510
049-258-6772
049-242-5064
049-258-2343
048-461-1854
048-726-8613
049-223-0371
049-242-1025
048-487-8976
048-487-2563
048-479-9404
049-251-1363
048-478-1441
04-2934-5337
049-222-1324
049-243-5085
048-481-3640
049-239-3900
048-794-2432
048-728-2404
04-2925-6788
084-663-0818
048-478-2430
048-624-2044
04-2952-2274
048-781-3405
049-262-5003
048-625-5966
042-474-4072
048-229-6823

指定番号
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
140
141
142
143
144
145
146
147
150
151
153
154
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

指定工事店名
細田住宅設備
藤島工業
有限会社 矢内住設
株式会社 総合設備オオタニ
有限会社 御所設備
株式会社 三和設備工業
有限会社 関川設備工業
善光設備
株式会社 貫井産業
株式会社 ＭＳフィールド
株式会社 アクトプランニング
株式会社 奥冨設備
株式会社 東和商会
岩田工業所
株式会社 太陽商工
有限会社 和田設備
有限会社 中島設備
アサヒ住建 株式会社
ライフアップ住設 株式会社
株式会社 シンエイ
城島設備工業 株式会社
株式会社 皆進
株式会社 新成設備工業
川越設備 株式会社

所在地
志木市中宗岡3-2-10
富士見市大字勝瀬789
吉見町大字長谷1114-23
新座市堀ノ内2-3-18
深谷市東方町5-15-6
川越市大字砂新田1789-6
川越市大字笠幡4567-1
三芳町北永井884-15
所沢市大字上安松909
さいたま市西区指扇領別所366-7
富士見市鶴瀬東1-10-34
狭山市大字青柳235
草加市青柳3-27-11
富士見市水谷東2-15-12
さいたま市緑区上野田574-3

川越市大字山田1975-5
上尾市大字平塚2558-4
ふじみ野市西鶴ヶ岡2-1-2
さいたま市北区本郷町260
所沢市三ヶ島2-925-13
所沢市荒幡1047-1
新座市本多1-14-57
川越市大字上老袋495-2
有限会社 武田設備工業 所沢営業所 所沢市大字荒幡596-1
有限会社 大貫設備工業
朝霞市浜崎4-6-90
株式会社 くはら設備
坂戸市塚越1203番地1
有限会社 平成開発工業
富士見市水子2885-1
株式会社 新井管工事
桶川市川田谷6654-1
日開設備工業 株式会社
川越市大字大中居390-１
有限会社 長谷川設備工業
さいたま市西区西遊馬902-1
株式会社 吉元工務店
ふじみ野市ふじみ野1-5-2
有限会社 JWS マルタカ
川口市上青木1-21-12
株式会社 髙橋設備工業所
新座市栗原6-10-25
有限会社 優駿設備
和光市白子3-26-64
彩水設備
坂戸市萱方433-5
有限会社 アイル設備工業
坂戸市大字塚越237-13
株式会社 福田設備工業
加須市中種足1529番地
青木土木工業 株式会社
飯能市大字双柳5-8
株式会社 荒川設備
川口市大字峯810-12
ミサワホーム建設 株式会社 埼玉事業所 上尾市瓦葺790-1
有限会社 ムサシ管工
ふじみ野市新駒林3-4-11
有限会社 江原設備
入間郡三芳町上富1545-60
株式会社 共栄
所沢市三ケ島5-865-7
功和設備
ふじみ野市緑ケ丘1-6-82
永大設備株式会社
狭山市狭山台４丁目８番地の５
有限会社 平成興業
さいたま市南区文蔵2-3-4
有限会社 北新設備工業
川越市古谷上6085-5
アリカ建設 株式会社
所沢市北野１丁目２５番地の１０
プレリット 株式会社
東京都清瀬市上清戸1-15-3 ｻﾆｰﾊｳｽ105
有限会社 福留設備工業
新座市石神２－３－１１
有限会社 萩原工業
さいたま市中央区上峰２－２－３
株式会社
Ｙ's works
新座市西堀２－３－２４
株式会社 ノハラ興業
さいたま市北区宮原町2丁目4番地2
株式会社 ワンロード
さいたま市大宮区吉敷町1丁目73番地３F

電話番号
048-474-6332
049-262-2928
0493-54-0221
048-479-8805
048-573-2833
049-245-2022
049-232-6134
049-258-9101
04-2993-0110
048-621-3535
049-251-1001
04-2952-8524
048-933-1717
048-472-1026
048-878-1905
048-683-0833
049-222-1478
048-773-8513
049-262-4454
048-666-3366
04-2948-8737
04-2925-1919
048-489-5358
049-223-2816
04-2923-4743
048-473-2505
049-280-8777
049-255-0355
048-787-8181
049-235-8611
048-626-2385
049-264-0855
048-250-6780
042-423-6626
048-450-2323
049-298-6130
049-282-4294
0480-73-2848
042-978-7513
048-297-8999
048-721-8411
049-262-1240
049-258-1966
04-2938-1177
049-264-2118
04-2950-5757
048-837-0033
049-235-7788
048-2948-9396
042-459-5050
048-481-7476
048-851-4110
042-479-4941
048-664-6398
048-797-8925

株式会社 三幸
株式会社 中央設備工業
有限会社 鈴木工業
株式会社 栄大土木
エコアシスト
有限会社 川﨑設備工業
株式会社 オダケン
株式会社 友信工業
マツオ興業 株式会社
ipex 株式会社

鶴ヶ島市大字高倉1098番地4
上尾市大字今泉365番地12
さいたま市桜区神田391-5
深谷市下手計147
川越市大仙波954-604
鶴ヶ島市新町３丁目２１番地１０２
川越市上戸１１２番地６
日高市高富５６－１３
比企郡川島町上伊草８２１－１
和光市１－１３－２

049-287-2555
048-725-3232
048-856-1575
048-587-2131
070-4129-0757
049-286-7041
049-233-9036
04-2941-2444
049-297-0792
048-201-1567

さいたま市見沼区上山口新田176-1

