
排水設備指定工事事業者 (H29.12.27現在）

指定
番号

指定工事事業者 代表者氏名 住所 電話番号

1 桝屋設備 増田　竹夫 千代田町大字赤岩1043番地 0276-86-5079

2 ㈲峯岸商店 峯岸　洋人 千代田町大字赤岩150番地の2 0276-86-2876

3 ㈲やまや商店 山屋　睦美 千代田町大字舞木1483番地 0276-86-2878

4 新和設備㈱ 石川　健三郎 千代田町大字赤岩275-1 0276-86-4188

5 ㈱秩父建設 秩父　毅彦 大泉町東小泉一丁目11番10号 0276-63-5161

6 ㈲田島設備 田島　喜久男 千代田町大字赤岩916番地 0276-86-2506

7 江原工業 江原　正巳 千代田町大字上中森641番地 0276-86-3403

8 ㈲阿部水道工業所 阿部　進治 邑楽町大字赤堀3799番地 0276-88-4058

9 船越設備工業㈲ 船越　利行 千代田町大字萱野1087番地 0276-86-2471

10 永楽農工社 有賀　悦司 千代田町大字赤岩216番地4 0276-86-2006

11 友和設備工業㈲ 高尾　舒昭 千代田町大字舞木975番地の2 0276-86-2298

12 ㈲福田総合設備 畑中　弘司 千代田町大字赤岩1074番地の7 0276-86-3033

13 小川工業所 小川　和一 千代田町大字萱野1158番地の3 0276-86-4582

14 ㈲小倉水道工業所 小倉　文彦 邑楽町大字赤堀4047番地 0276-88-3330

15 有賀農機店 有賀　茂明 千代田町大字舞木31番地の1 0276-86-3712

16 ㈲橋本設備工事 橋本　昭雄 邑楽町大字赤堀3706番地 0276-88-4060

18 リフォ－ム匠 東宮　清勝 太田市飯塚町914番地の2 0276-48-1308

19 ㈲岸工業所 遠藤　芳一 千代田町大字下中森165番地の1 0276-86-6063

20 ㈲砂川設備 砂川　裕志 邑楽町大字石打84番地 0276-56-9009

21 ㈲川辺設備 川辺　泰慶 千代田町大字上中森518番地 0276-49-5535

22 ㈱千代田設備 根岸　稔 千代田町大字萱野1060番地 0276-86-3092

23 吉澤工業㈱ 吉澤　祐志 館林市本町一丁目7番19号 0276-72-1045

24 島田設備工業㈲ 島田　高志 明和町南大島1454番地の1 0276-84-3282

25 ㈲中田水道 中田　芳弘 館林市台宿町７番３２号 0276-73-7365

26 ㈲坂本工業 坂本　浩三 邑楽町大字中野4938番地 0276-88-0257

27 ㈱神寛 神谷　晋太郎 館林市松原二丁目6番26号 0276-74-2722

28 ㈲吉田設備工業 吉田　良夫 館林市赤生田町2278番地の4 0276-73-3864

29 ㈱尾島町清掃社 栗原　征五 太田市世良田1144番地の２ 0276-52-0106

30 ㈲石山住宅設備 石山　朝子 館林市尾曳町5番7号 0276-72-0661

33 ㈲篠原設備 篠原　敏充 大泉町中央三丁目6番21号 0276-63-7000

34 ㈲久保田建設 久保田　光一 千代田町大字瀬戸井乙199番地 0276-86-3291
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35 鈴木管工㈲ 柴田　和修 館林市大谷町923番地1 0276-72-0325

36 ㈲小林水道設備 小林　義博 館林市日向町乙838番地 0276-73-3210

37 ㈱山賢 鈴木　賢一 館林市千代田町4番16号 0276-75-1615

38 ㈲吉澤設備工業所 吉澤　謙二 大泉町富士一丁目7番3号 0276-62-2286

39 スワ産業㈱ 諏訪　純一 大泉町朝日四丁目10番20号 0276-63-7203

40 ㈲田島土建 田島　正美 千代田町大字赤岩926番地 0276-86-2235

41 ㈲司建設 小松原　雅司 明和町中谷100番地 0276-84-3965

42 ㈲石原設備 石原　正好 太田市丸山町38 番地 0276-37-1829

43 ㈲八山工業所 上野　哲司 太田市内ヶ島町721番地1 0276-45-4705

45 渡辺冷熱設備 渡辺　次夫 邑楽町大字篠塚1735-64 0276-88-6036

46 山下設備 山下　吉人 太田市末広町518番地の11 0276-38-4567

47 ㈲いづや設備工業 島山　肇 太田市亀岡町411番地の1 0276-52-4881

48 糸田設備機器㈱ 吉原　憲雄 大泉町西小泉一丁目1番4号 0276-63-6825

50 ㈲丹羽建設 丹羽　康夫 桐生市相生町二丁目142番地 0277-52-5658

51 ㈲浜野管工設備 濵野　浩志 館林市北成島町1815番地の11 0276-74-3231

52 ㈲山口設備 山口　裕之 邑楽町大字石打1482番地の1 0276-70-9070

53 ㈱石川工業 石川　悦雄 埼玉県行田市大字小見876番地3 048-554-0638

54 ㈱ホームテックス 久保田　孝 千代田町大字赤岩935番地 0276-86-2744

56 ㈲近藤設備工業 近藤　公雄 邑楽町大字篠塚1661番地の1 0276-88-3844

57 ㈱後藤設備 後藤　絹代 伊勢崎市緑町17番21号 0270-50-7581

58 ㈱ダイキョー 吉澤　和男 前橋市上泉町667番地3 027-260-6555

60 ㈲鈴木設備 鈴木　崇之 板倉町大字板倉甲1414番地 0276-82-1025

61 館野燃料㈱ 館野 忠義 大泉町城之内二丁目12番18号 0276-62-3939

62 ㈱江原工業 江原　明 太田市安良岡町150番地 0276-25-0566

63 ㈲棚澤住設群馬支店 棚澤　卓也 館林市朝日町４－16 0276-74-7160

64 ㈲イソヤマ設備 磯山　隆男 太田市藪塚町1659番地3 0277-78-3431

65 新生工業 瀧野　瀨明 明和町大佐貫174-2 0276-60-4891

66 信和建設 根岸　傳十郎 伊勢崎市柴町547番地4 0270-20-3152

67 伊藤設工㈲ 伊藤　光男 館林市大手町9番34号 0276-72-1010

68 荒井農機 荒井　勇 館林市大島町5425 0276-77-1708

69 ㈲佐山設備 佐山　弘昭 板倉町大字飯野464番地 0276-82-2152
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70 伊皆設備 伊皆　和夫 大泉町城之内三丁目24番12号 0276-63-8349

71 蓮沼工業㈱ 蓮沼　幹愛 太田市下田島町578番地 0276-31-0002

72 栗原設備工業㈱ 栗原　健 大泉町仙石三丁目17番22号 0276-63-1147

73 飯塚設備工業㈱ 飯塚　雅彦 館林市栄町1-2 0276-72-8405

74 ㈲大家設備 大家　進 前橋市国領町二丁目6番7号 027-234-3888

75 ㈱セイワ 石原　秀人 板倉町大字岩田792番地 0276-57-8394

76 ミヤシロ設備㈱ 宮代　実 太田市新田市野井町660番地6 0276-57-5230

77 荒川設備 荒川　清 館林市上三林町1850番地 0276-73-4459

78 ㈲吹上設備工業 吹上　安範 伊勢崎市境下渕名1890番地 0270-76-0406

79 中村設備群馬営業所 中村　健一郎 千代田町大字赤岩44番地 0276-51-8258

80 内田ポンプ店 内田　敏夫 大泉町仙石二丁目3番1号 0276-62-2810

81 ㈲大栄設備 園田　尚貴 桐生市堤町3丁目7番47号 0277-22-8561

82 ㈲新田設備工業 関根　利一 太田市新田木崎町101番地1 0276-56-3311

83 セツビ．ワタナベ 渡邉　靖紀 館林市小桑原町1017番地の3 0276-75-3377

※指定番号17・31・32・44・49・55・59については欠番となっています。


