
１　指定給水装置工事事業者一覧表(指定番号順)

指定工事店名 住      所 電話番号 指定工事店名 住      所 電話番号

㈱大出水道 松戸市馬橋1796 047-341-3040 ㈲普賢建設工業 松戸市八ヶ崎5-9-29 047-309-5181

㈱上信水道工業所 松戸市常盤平柳町9-1 047-387-7451 千葉住設㈱ 松戸市稔台5-8-13 047-368-8686

近代住機㈱ 松戸市馬橋2851 047-348-9100 ㈱フクダ 船橋市海神町南1-1544-8 047-437-2929

㈲池田水道工事店 松戸市仲井町1-5 047-367-3132 京葉企画㈱ 松戸市中金杉3-79 047-344-2233

㈱大富 松戸市和名ヶ谷570-4 047-391-7000 ㈲大橋設備 松戸市大橋13-5 047-391-3260

㈱大和管工 松戸市稔台3-1-2 047-362-1956 加藤建設㈱ 市川市真間4-5-7 047-372-3552

㈱三晃総業 松戸市北松戸3-9-9 047-365-6016 ㈲南部設備 流山市加499-2 04-7159-7254

㈱さかもと 松戸市金ケ作408-318 047-387-3482 ㈱岡田電機水道 柏市大室1218 04-7131-5004

㈱菅原水道工事店 松戸市金ケ作422-16 047-387-3480 ㈱フジワラ 東京都港区東新橋2-18-2 03-3434-0760

㈱早見設備 松戸市二ツ木二葉町198-2 047-341-0510 ㈱守谷商会 守谷市守谷甲2787-58 02974-8-1124

池田設備工業㈱ 松戸市小金146 047-341-0617 河野設備 足立区大谷田5-8-5 03-3620-7707

㈱佐藤設備工業 松戸市小金原9-29-4 047-341-7724 栄久産業㈲ 大宮区三橋6-264-10 04-7154-2900

渡辺電機水道㈱ 松戸市小根本53-4 047-365-2801 ㈲設楽住設 柏市南逆井6-7-2 04-7172-2766

太陽工業㈱ 松戸市南花島3-54-13 047-366-1047 ウォーターワークス㈱ 船橋市古和釜497-6 047-456-7891

築田井戸工事㈱ 松戸市小金136 047-341-0305 ㈲福田設備工業 三郷市彦成2-148-3 0489-59-5354

大渡設備工業㈱ 松戸市小金原8-32-2 047-346-8985 渋谷産業㈱ 我孫子市本町3-6-17 04-7184-7771

日本サービス㈱ 松戸市主水新田476-10 047-345-5665 ㈲加藤設備 松戸市六高台5-53ﾘﾔﾙｽﾃｰｼﾞ502 047-383-1141

㈱大信設備松戸支店 松戸市新松戸4-120 047-345-2640 古橋工業㈱ 船橋市金杉4-5-18 047-448-3624

㈱たつみ管工社 松戸市常盤平5-25-8 047-384-1231 ㈲金子設備 柏市大室1253-6 04-7132-4555

㈱ダイエックス 松戸市稔台7-7-13井上ﾋﾞﾙ2階 047-361-3000 ㈱浮島工業 印西市大森3547-16 0476-42-5627

㈲若菜設備 松戸市五香西2-50-22 047-386-7711 新和設備㈱ 鎌ヶ谷市東初富1-21-23 047-444-2118

㈱芹澤商店 松戸市本町17-11 047-367-1245 ㈲加藤工業所 板橋区和泉町7-4 03-3960-4476

㈱飯塚水道工務店 松戸市三矢小台4-13-4 047-362-4344 ㈲宝水設備 船橋市咲が丘1-2-36 047-440-0358

㈱三浩総産 船橋市習志野2-6-23 047-467-3245 五十嵐設備 春日部市小渕1155-6 048-761-4180

㈱石崎水道工務店 松戸市上本郷2931-1 047-467-3245 ㈱三方設備 松戸市常盤平4-1-9 047-388-6061

㈱高松管工 松戸市東平賀102-6 047-341-9089 ㈲エンドウ設備 取手市清水甲219-2 0297-83-0414

㈱山崎産業 流山市鰭ヶ崎3-4 04-7159-4131 栄進建設㈱ 野田市山崎1648 04-7124-5077

㈱ときわ設備 松戸市河原塚237-58 047-388-6101 ㈱熊谷設備工業 北葛飾郡杉戸町宮前137-56 0480-38-0043

㈱大橋工務店 松戸市松戸1329 047-368-4161 松保工業㈲ 習志野市花咲2-15-6 043-286-0783

㈱片野建設 松戸市紙敷1-33-7 047-311-3111 ジー・イー工業㈱ 牛久市刈谷町3-104 0298-71-7809

㈲小金電化商会 松戸市東平賀48 047-341-5155 日章テック㈱ 練馬区関町北2-1-5 03-3928-5536

㈱健心 松戸市五香西1-26-9 047-387-6915 第一興産㈱ 松戸市紙敷944-3 047-303-7664

㈱星設備工業 松戸市新松戸南1-385 047-342-1677 市下基 柏市塚崎1342-42 04-7191-0518

東葛保安サービス 柏市伊勢原1-13-24 04-7134-6631 ㈲ダイケン 船橋市米ケ崎町729 047-423-0210

㈲ブンゴ水道 船橋市楠が山町241-3 047-457-6505 ㈱海上 千葉市花見川区畑町888 043-276-7311

㈱日暮設備工業 柏市南増尾62-13 04-7172-3767 ㈱江戸川サービス 松戸市新松戸南2-144 047-345-1355

㈱柏タイル水道 柏市あけぼの3-4-25 04-7143-4392 ㈲倉持工業 猿島郡境町1067 0280-87-0664

千代田設備㈱ 柏市豊四季705 04-7174-6331 新日本設備㈱ 市川市市川南4-2-11 047-326-3388

㈲蛭田設備工業 松戸市古ヶ崎2-3233-1 047-361-4224 ㈲藤住設 市原市能満1442-10 0436-43-1527

まえだ興業㈱ 船橋市丸山4-12-10 047-438-8151 ㈲ヤマコ工業 船橋市宮本4-4-1 047-460-4010

㈲松井設備 白井市神々廻1912-7 047-491-8610 アドバンテック日成㈱ 柏市十余二2-1 04-7132-1171

㈱進日本工業 千葉市若葉区小倉町1687-10 043-234-1661 ㈱高野住設 野田市山崎1273-4 04-7125-1609

野口設備㈲ 柏市しいの木台3-26-9 047-387-8899 ㈱SGS 松戸市小金原3-13-6 047-341-2591

小池管工㈱ 柏市向原町1-25 04-7144-2379 ㈱公友住機 柏市加賀3-2-1 04-7164-4733

㈱篠原水道 船橋市西船7-7-42 047-335-2506 ㈲関東工業 松戸市古ヶ崎219  047-361-3011

㈱日の出設備 船橋市夏見7-12-15 047-460-3611 二和設備工業㈱ 鎌ヶ谷市初富808-471 047-441-7127

㈲いづみ商会 流山市東初石3-135-91 04-7155-1881 ㈲二宮商店 松戸市金ヶ作408-279 047-387-3030

㈱中澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 柏市加賀1-18-13 04-7176-7371 新松戸設備㈱ 松戸市新松戸北1-12-1 047-349-5682

㈱岡田工業所 柏市豊四季258-2 04-7143-5114 ㈱市原水道興業 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷8-5-45 047-444-0622

㈲眞星社 松戸市稔台255-20 047-394-8668 ㈱川上管工事 松戸市金ヶ作254-37 047-384-6666

㈱山田総業 船橋市二宮2-37-9 047-465-7121 ㈱創研 船橋市三咲2-16-15 047-407-7750

㈱オカモト 市原市五井1656 0436-22-1188 ㈱浩栄 船橋市藤原6-41-10 047-406-6315

丸大工業㈱ 船橋市大穴南5-25-38 047-465-0232 ㈱リバティコーポレーション 松戸市常盤平双葉町14-13 047-311-7567

オリエント工業㈱ 市原市姉崎1709-1 0436-62-4566 ㈲新星設備 流山市古間木290-35 04-7159-1777

㈱大吉工業 船橋市夏見台4-22-1 047-439-8710 ㈱宇田川商店 松戸市松戸1077 047-363-4151

㈱たつみ産業 八街市滝台59 043-445-3000 ㈱享和 南埼玉郡白岡町西4-11-20 0480-92-2345

㈱東進 松戸市古ヶ崎108-3 047-362-2442 ㈲宇田川設備工業 市川市大野町2-1875-45 047-339-1475

松本水道㈱ 船橋市高根台7-8-2 047-467-1223 ㈲ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 流山市江戸川台西2-99 04-7155-5769

㈱磯部工業 三郷市東町46 0489-55-4905 ㈲カワギシ 市川市大野町1-439-1 047-392-1332

（平成31年3月31日現在）



指定工事店名 住      所 電話番号 指定工事店名 住      所 電話番号

積和建設東関東㈱ 千葉市若葉区都賀1-4-4 0471-21-0441 ㈲小林設備 野田市東金野井1280 04-7129-3466

㈲信建設備工業 鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷2-6-16 047-446-3911 ソメヤ住宅設備㈱ 野田市中野台鹿島町37－20 04-7121-5152

東部設備工業㈱ つくば市高野1202-4 0298-47-8126 ㈱司興業 白井市冨士263-24 047-444-4040

㈱帝設備 市原市山田橋2-3-18 0436-43-1252 ㈱トキワ 柏市松ヶ崎1082-2 04-7133-8471

イシイ管工 足立区北加平町18-21 03-3606-4460 ㈱中村水建 千葉市花見川区幕張町4-631 043-273-8414

㈲ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘｴｲﾄ 牛久市さくら台1-15-9 0298-71-1258 ㈱ウエハラ 白井市根1865-10 047-491-4333

㈲黒川機水 流山市市野谷168-15 04-7159-8375 第一ｴﾈﾙｷﾞｰ設備㈱ 越谷市蒲生茜町13-2 048-985-7221

流山設備工業㈲ 流山市下花輪1314-2 04-7158-1319 ㈱堀　組 市川市原木2-7-14 047-328-1443

㈲新日本設備工業 松戸市横須賀1-29-14 047-349-2538 石川水道工業㈲ 柏市豊住3-1-5 04-7174-3608

光洋機工㈱ 松戸市常盤平7-14-4 047-384-7031 ㈱若井管工設備 白井市根1871-18 047-491-8401

京葉設備建設㈱ 市川市本北方1-18-16 047-336-0341 ㈲水功社 八潮市大字木曽根527 0489-98-8803

澤田管工 柏市南逆井3-13-50 04-7171-2951 ㈱大橋住設 柏市高柳新田5-45 04-7193-6771

㈲カクライ設備工業 柏市大井1928-31 04-7191-8572 ㈲タナベ興建 鎌ケ谷市軽井沢字遠山2100-16 047-443-1424

㈱新代設備 柏市篠籠田1265-1 04-7145-4166 三津和工業㈱ 我孫子市新木1966-21 04-7199-2781

㈱フクダオーク 柏市藤心1-1-3 04-7172-9070 ㈲森田住設工業 柏市若柴303-27 04-7131-8845

㈱コマノ設備 松戸市幸田1-160 047-343-4880 ㈱アイダ設計 さいたま市大宮区桜木町2-286 048-726-8613

ｹｰｼﾞｪｲﾘﾋﾞﾝｸﾞ㈱ 船橋市芝山3-2-5 047-462-8756 ㈲酒井水道工務店 松戸市仲井町2-7 047-362-8133

㈱習志野工業 習志野市東習志野8-28-11 047-478-8131 ㈱ユーホーム 松戸市和名ヶ谷1000 047-363-3535

㈱保坂設備 山武市板川317-40 0475-89-1505 ㈱安田設備 松戸市紙敷1519-8 047-710-3792

㈱菊池設備工業 我孫子市中峠3050-4 04-7188-2325 ㈲日向寺水道工業 鎌ヶ谷市中佐津間1-14-12 047-446-0765

㈲我孫子設備 我孫子市本町3-5-2 04-7182-8111 ㈲小川設備 船橋市二和東6-32-13 047-440-2325

水田設備 松戸市金ケ作271-4 047-387-7295 ㈱初富水道設備 鎌ヶ谷市右京塚8-11 047-444-2741

㈱ライフィット 我孫子市布佐3398 04-7189-2921 ㈲古川設備 松戸市新松戸2-21-201 047-340-0683

㈱池田屋水道 市川市本北方3-4-11 047-338-1074 住宅環境サービス㈱ 松戸市稔台7-3-15 047-368-3445

㈱カンソーサービス 江東区北砂2-3-5 03-3615-0810 謙栄興業㈱ 取手市藤代193-1 0297-84-1191

㈲オカダ 流山市青田23-5 04-7155-6161 N・K企画 三郷市番匠免1-116 048-916-0161

㈲豊永ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 佐倉市ユーカリが丘6-8-1 043-488-3399 ㈱フジコー 水戸市浜田1-19-13 029-221-8700

太田設備 船橋市藤原3-8-9 047-429-7337 高階設備 松戸市栄町８-７３１-203 047-360-3477

㈱伊藤水道 千葉市中央区新千葉3-14-12 043-241-4335 ㈲奥谷設備工業 柏市高田1011 04-7145-6734

前原興業㈱ 船橋市習志野1-9-5 047-463-1725 阿波工業㈱ 柏市光ｹ丘2-25-3 04-7176-0015

㈲ｹｰﾜｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 北足立郡伊那町小室8919-4 048-663-0818 ㈱水楽 四街道市物井1802-4 043-304-7897

㈲新和 船橋市馬込町715 047-430-7550 小畑建設㈱ 松戸市小山464 047-363-7188

伸栄工業㈱ 船橋市市場5-1-16 047-425-1101 ㈱本田設備工業所 市川市国分2-9-22 047-373-7137

㈲丸石設備 松戸市五香西2-50-1 047-388-9477 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 大阪市中央区城見2-1-61 06-6313-1631

ウッドテック㈱ 印西市小林北2-7-4 047-697-2551 ㈱篠原設備 柏市逆井4-25-59 04-7137-9241

㈲村越建設 松戸市千駄堀826 047-387-6732 ㈲宏輝住設 千葉市若葉区多田部町154-9 043-226-6400

㈲ショウコウ設備 柏市藤心154 04-7176-5577 ㈱雅工業 野田市岩名2-61-10 04-7199-2037

㈱伊藤住設 練馬区西大泉1-15-8 03-3921-5263 ㈲木村設備工業 流山市東初石3-103-173 04-7155-4047

㈱新栄工業 船橋市海神5-28-51 047-410-0577 ㈱新栄ライフ 鎌ヶ谷市東初富2-6-6-5 047-443-8685

㈱松樹工業 千葉市中央区星久喜町627-61 043-265-5352 ㈲ナミショウ 白井市南山1-3-8-502 047-497-0812

一志ﾌﾟﾗﾝﾄ工業㈱ 千葉市若葉区大草町261-4 043-237-7262 ㈲進和設備 柏市篠籠田1027-11 04-7145-9345

錦織設備 松戸市柏市逆井1445 04-7160-5517 ㈱パイプライン 佐倉市中志津4-3-6 043-463-5911

岡田工業 柏市南逆井7-8-22 04-7172-6740 日本公害技研㈱ 中野区江古田4-29-5 03-3386-2882

㈲シンセイ 柏市逆井1－11 04-7175-3188 ㈱コウセイ 横浜市戸塚区上倉田町1577-2 045-862-3840

㈱米山設備 松戸市六実1-6-2 047-387-4342 富士産業㈱ 葛飾区金町5-26-10 03-3607-4306

㈲源設備工業 市川市柏井町2-1449-6 047-338-3422 ㈱匠住設 千葉市若葉区御殿町2177-1 043-312-5610

㈱日栄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 松戸市串崎南町242 047-385-4615 豊田設備㈱ 船橋市二和東1-7-5 047-449-7332

㈱サンエレック 柏市青田新田飛地字向割260-2 04-7132-8698 ㈲ウィズ 松戸市六高台4-93 047-394-7400

㈱一本松水道工務店 市川市鬼高2-12-37 047-333-5502 千田設備 松戸市金ヶ作239-53 047-311-0169

土佐工業㈱ 船橋市三咲4-11-6 047-449-7305 孝心工業㈲ 松戸市五香西1-26-6 047-389-2215

㈲田中住宅工業 松戸市河原塚113-16 047-392-0058 ㈱日本水道センター 船橋市浜町2-9-37 047-421-1281

鈴幸冷暖設備 柏市布瀬1411 04-7191-9150 ㈱日田建設工業 守谷市高野1207-13 0297-45-1701

㈱岡本組 松戸市大金平3-165 047-343-5588 ㈱石井住設 流山市流山八丁目1300番地 04-7189-8395

㈱大沼設備 さいたま市岩槻区笹久保新田773-1 048-791-1370 ㈱ケーワイ 野田市尾崎1563番地の1 04-7141-1151

㈲タイシン技建 鎌ヶ谷市丸山1-1-4 047-445-2551 ㈱タッグ 鎌ヶ谷市中沢726-51 047-401-6980

㈱イシダ 龍ヶ崎市城ノ内3-7-8 0297-64-7839 ㈲明和設備 千葉市稲毛区天台5-28-2 043-256-5656

㈱ケイハイ 船橋市市場3-17-1 047-460-0815 ㈱中山組 流山市流山2-297-1 04-7178-8922

㈱サン商会 柏市豊平町29-4 04-7147-3311 ㈲千広設備 船橋市三山4-25-8 047-471-8563

㈲真英設備 千葉市若葉区金親町205－8 043-236-3245 ㈱東和商会 東久留米市前沢5-34-17 042-467-6767



指定工事店名 住      所 電話番号 指定工事店名 住      所 電話番号

㈱秋元工業 千葉市花見川区幕張本郷7-13-1-101 043-275-4900 勢力建設㈱ 越谷市川柳町5-15-1 048-987-8111

㈲松山水道設備 北葛飾郡松伏町松伏2631-1 048-991-2469 謙システム㈱ 山武市板川317-33 0475-89-0277

㈱アート設備建設 千葉市稲毛区園生町393-2 043-298-9111 ㈱タクミ 柏市増尾8-1-11 04-7105-8815

㈲塙建設興業 小平市花小金井南町3-7-44 042-461-8070 ㈱アクアサービス 大阪府豊中市庄内栄町4-5-06-6335-1211

㈲オリカサ設備 市原市千種1-8-2 0436-22-4500 ㈱ワイオリ 東京都葛飾区西水元4-4-17 03-6753-0902

㈲瑞基 葛飾区水元3-6-8 03-3600-5791 ㈱三東 市川市伊勢宿17-3 047-358-3388

㈲安建設 柏市逆井3-24-35 04-7170-8202 ㈱飛翔工業 松戸市稔台3-38-2 047-364-9066

㈱アイコー設備工業 八千代市萱田町542-64 047-459-8629 ㈲茂山工務店 東京都江戸川区西葛西8-3-4 03-3688-4156

㈱田端設備工業 流山市向小金3-130-20 04-7178-8922 ㈱和弘 千葉市稲毛区宮野木町2149-3 043-286-0781

㈱近江屋商会 白井市白井382-3 047-491-0056 ㈱梨木設備工業 野田市上花輪1085 04-7128-8906

オリエンタル工業㈱ 鎌ヶ谷市軽井沢2060-9 047-444-2030 ㈱鴨狩商店 野田市野田667 04-7125-5255

蒲原燃料住宅設備㈱松戸営業所 足立区六木1-11-11 03-3605-2488 こうの設備 流山市松ヶ丘5-715-5 047-145-0039

㈱タイコー 船橋市本町7-27-15 047-421-1077 ㈲優輝設備 宮代町本田5-9-20 0480-33-5508

秋元興業㈱ 松戸市紙敷612-3 047-392-9300 ㈱東松園 松戸市常盤平4-20 047-387-6211

泉空調㈱ 蓮田市大字井沼675-19 048-767-1900 アイシン設備㈱ 柏市大井762-2 04-7191-5112

㈱アステム 中央区日本橋堀留町1-2-10 03-3639-3330 ㈲誠信工業 流山市駒木643 04-7154-2430

㈱五葉エンジニアリング 市川市大洲1-12-5 047-377-3511 東京北研㈱ 練馬区谷原2-6-38 03-5910-8211

カネケン京葉コミュニティ㈱ 船橋市東船橋1-1-8 047-422-1580 日本総合住生活㈱ 千代田区神田錦町1-9 03-3294-3381

㈲北沢設備工業 北足立郡伊奈町大字小針内宿354-3 048-728-2404 松本水道㈲ 八千代市島田台888-3 047-488-1311

㈱クラシアン 横浜市港北区新横浜1-2-1 045-473-8181 ㈱ホーマック 船橋市習志野台4-11-6 047-461-2345

㈱協雄電設 松戸市五香西5-40-1 047-384-7288 エバーリンクス㈱ 大阪市西区南堀江4-17-18 06-6531-1151

㈲システムプラミング 松戸市上本郷1-6 047-367-3719 ㈱アクアライン 広島市中区上8-8-8 6F 082-502-6644

㈱若林設備 流山市西初石4-107-35 04-7153-3321 ㈱D-advance 習志野市香澄4-5-1 2F 047-429-8191

㈱荒井水道工務店 市川市市川1-20-17 047-325-3421 ㈱ライフサポート 渋谷区渋谷2-1-12 7F 03-5778-4547

㈲小松設備工業 市川市曽谷5-9-9 047-375-5117 ㈱北本組 千葉県市川市曽谷8-18-6 047-727-2539

共和工業㈱ 船橋市藤原6-33-1 047-438-5801 ㈱グッジョブ 東京都渋谷区本町2-34-9　1F 03-6300-0074

㈱イースマイル 大阪市浪速区敷津東3-7-10 06-6631-7449 ㈱ライフ 神奈川県横浜市旭区笹野台4-65-16 045-367-4171

㈱大星設備工業 柏市西原1-7-61 04-7155-4128 ㈲下水道普及会 千葉県鎌ヶ谷市軽井沢2149-9 047-411-3367

マイテック㈲ 白井市神々廻1912番7 047-491-5166 ㈱新納設備 千葉県船橋市二和西1-7-80 047-419-7298

リバイバルファクトリー㈱ 松戸市小金原9-19-42 047-341-1025 ㈱皐月 東京都府中市小柳町5-12-28 042-363-2258

㈲ストレングス 千葉市美浜区幸町1-9-1-409 043-246-2235 ㈱モリチョウ 千葉県佐倉市王子台6-8-13 043-462-6170

㈲光信技研 船橋市印内1-10-26-Ｂ 047-710-8910 ㈱内田商店 千葉県松戸市二十世紀が丘萩町32 047-331-1017

㈱光和設備工業 さいたま市桜区西堀4-9-17 048-839-9611 飯沼設備 千葉県松戸市常盤平柳町24-1　F棟 047-710-4850

ノームラ化水工業㈱ 流山市野々下2-682-6 04-7148-7751 ㈱大幸設備 千葉県鎌ヶ谷市西佐津間1-7-30 047-445-1040

㈱六和建設工業 松戸市旭町3-846 047-342-1977 ㈱吉岡建設工業 千葉県松戸市二十世紀が丘美野里町228 047-364-9251

京葉工管㈱ 千葉市美浜区新港139番地の2 043-241-8885 ㈱ヒロテック 千葉県船橋市藤原5-47-12 047-430-9070

ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ㈱ 関東本部 千葉市稲毛区六方町75-1 043-304-3461 ㈱イーライフグループ 東京都渋谷区南平台町15-15　9F 03-6455-3990

SPプランニング㈱ 船橋市高野台4-5-25 047-404-5855 ㈱ワイム 千葉県柏市松葉町1-2-7 0120-335-226

㈱光進設備 上尾市弁財2-2-37 048-776-2711 小澤建設㈱ 千葉県松戸市幸谷281-2 047-341-7973

㈱宮下工業 さいたま市西区佐知川549-2 048-625-5966 ㈱エス･エフティーライフ 群馬県前橋市新前橋町1-17　208 027-226-6036

㈲内設備工業 千葉市花見川区こてはし台3-1-22 043-258-6401 ㈱イッシ工業 東京都江戸川区東小岩1-4-7 03-5876-7460

㈱吉田起業 千葉市若葉区都賀の台1-20-5 043-252-0276 ㈱三幸 千葉県船橋市薬円台1-27-17 047-464-6140

石川設備 船橋市薬円台4-1-25 047-440-8494 ㈱岡野水道設備 埼玉県久喜市大田袋628 0480-23-2181

オビヤ管工㈱ 鎌ヶ谷市初富31-27 047-446-8591 ㈱KOYU設備 千葉県柏市根戸471-地79 04-7193-8333

明正工業㈱ 千葉市緑区古市場町474-53 043-268-3449 誠水社 千葉県松戸市上本郷2285-1　1104 047-727-9743

㈲大木工業所 中野区鷺宮3丁目35番2号 03-3338-6560 ㈲ミカサプラミング 千葉県船橋市夏見3-22-15 047-446-0083

ひまわり水道サービス 川口市柳崎2-11-11 048-423-0097 ㈱ハウスラボ 大阪府大阪市浪速区大国2-1-6 06-6648-9898

㈲日々谷管工 船橋市海神町東1丁目969番地 047-431-5645 合同会社 アクアシャイン 千葉県鎌ヶ谷市南初富3-13-18 047-401-0808

㈲東保設備 船橋市高野台三丁目2番13号 047-447-0922 ㈲スギヨシ興業 千葉県八千代市島田台741-39 047-750-0557

㈲ゆたか水道設備 流山市大字西平井690番地 04-7158-5013 ㈱ワイズテック 千葉県鎌ヶ谷市東中沢3-1-5　1F 047-401-1100

㈱ライフクリエイター 八千代市緑が丘三丁目5番15号 047-405-7188 ㈱リビングプラス 神奈川県横浜市都筑高山9-7 045-511-8777

㈲高谷水道工務店 市川市南大野二丁目２番３号 047-702-3593 ㈱協和設備 埼玉県越谷市大道478 049-973-6000

中央日化サービス㈱ 千葉市花見川区犢橋町1627-12 043-259-2971 ㈱セントラル設備 千葉県松戸市中金杉3-17 047-375-8461

㈱イオク 松戸市上本郷3062番地 047-365-4166 ㈱フロンティア 千葉県柏市根戸1864-4　202 04-7137-3391

㈲三橋設備 鎌ヶ谷市南初富4-17-24-3号 047-441-2726 ㈱総和プラント 東京都文京区小日向4-5-16　3F 03-3942-2281

㈲エムジェイサービス 松戸市上本郷4493番地 047-368-6551 ㈱桜井電気商会 千葉県松戸市根本464 047-362-0034



２　車両保有状況一覧表

(１)　車両  平成31年3月31日現在

車 名 総排気量 登 録 番 号 登録年月日 備 考

トヨタ・エスティマ  2,400CC (野)300－ゆ－3033 Ｈ24. 5.29

三菱・EKワゴン 660 CC (野)580－あ－6858 Ｈ17. 5.19

トヨタ・給水車 (2.0t) 2,700 CC (習) 88－ほ－1597 Ｈ 8.10.22 スピーカー2基
アンプ，マイク

トヨタ・給水車 (2.0t) 2,700 CC (野)800－さ－3602 Ｈ13. 8. 7 スピーカー2基
アンプ，マイク　回転灯

三菱・CANTER GUTS 2,000 CC (野)400－す－7991 Ｈ15.11.20 スピーカー2基
アンプ，マイク　

ニッサン・AD 1,500 CC (野)400－せ－7902 Ｈ18. 6.26 スピーカー2基
アンプ，マイク　回転灯

ニッサン・NV100クリッパー 660 CC (野)480－か－1724 Ｈ27. 7.29 スピーカー2基
アンプ，マイク

三菱・MINI CAB 660 CC (野)480－い－4191 Ｈ19. 7.25 スピーカー2基
アンプ，マイク　回転灯

ダイハツ・ハイゼットカーゴ 660 CC (野)480－か－4021 Ｈ28. 5.27

スバル・サンバー 660 CC (野)480－え－8192 Ｈ26. 6. 9

総務課

工務課
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