鎌ケ谷市排水設備指定工事店一覧表
指定番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

ｱ
122

株式会社 アクアライフ

船橋市南本町40番13号

047-434-5945

146

株式会社 アクア

成田市並木町字稲荷畑93番地6

0476-24-3580

158

株式会社 安藤総合設備

市川市国分五丁目2番10号

047-372-2253

176

有限会社 我孫子設備

我孫子市本町三丁目5番2号

04-7182-8111

212

株式会社 ｱｲﾀﾞ設計 船橋店

船橋市上山町二丁目448番地

050-3173-2510

232

有限会社 安建設

柏市逆井三丁目24番35号

04-7170-8202

258

株式会社 荒井水道工務店

市川市市川一丁目20番17号

047-325-3421

259

株式会社 アート設備建設

千葉市稲毛区園生町393番地2

043-298-9111

268

秋元興業 株式会社

松戸市紙敷612番地の3

047-392-9300

286

安全産業 株式会社

船橋市二和西三丁目１８番１６号

047-402-4701

315

アイシン設備 株式会社

柏市大井762番地2

04-7191-5112

329

合同会社アクアシャイン

鎌ケ谷市南初富三丁目１３番１８号

047-401-0808

337

有限会社荒家設備

佐倉市中志津二丁目１８番９号

043-463-0198

347

株式会社 ALION

佐倉市王子台一丁目１番１号

043-308-3482

39

稲村工業 株式会社

船橋市飯山満町二丁目683番地3

047-462-2038

46

印西設備工業 株式会社

印西市浦部1366番地1

0476-42-3792

84

市川工業

船橋市習志野台五丁目4番14号

047-466-2567

125

株式会社 市原水道興業

鎌ケ谷市鎌ケ谷八丁目5番45号

047-444-0622

165

株式会社 イズモ

船橋市日の出二丁目5番12号

047-434-0119

197

株式会社 伊藤住設 千葉支店

柏市豊四季1008番地2

04-7142-7091

236

株式会社 石上水道

八千代市桑納400番地

047-450-5036

246

有限会社 泉澤設備工業

千葉市稲毛区長沼町134番地の27

043-250-7823

254

有限会社 石坂工業

佐倉市江原354番地3

043-485-8780

260

株式会社 イシダ

鎌ケ谷市西佐津間二丁目6番19号

047-441-3830

296

株式会社 イマゼキ

船橋市夏見二丁目28番9-2号

047-411-0501

310

株式会社 池田屋水道

市川市本北方三丁目4番11号

047-338-1074

ｲ

※工事は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店にてお願いします。指定工事店以外の人が工事したものについては、工事完了
後の市の職員による検査も受けられず無効となり、やり直していただくようになりますのでご注意ください。
2022年2月24日 現在

1/9 ページ

指定番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

331

株式会社 今仲工務店

船橋市金杉九丁目１番１１号

047-438-3356

127

ウォーターワークス 株式会社

船橋市古和釜町497番地6

047-456-7891

138

株式会社 ウエハラ

白井市根1865番10

047-491-4333

171

有限会社 宇田川設備工業

市川市大野町二丁目1875番地の45

047-339-1475

186

ウッドテック 株式会社

印西市小林3990番地1

0476-97-2551

326

株式会社 ウォシュマン

鎌ケ谷市鎌ケ谷九丁目１４番３８号

047-442-5719

346

株式会社 うの丸住設

千葉市緑区あすみが丘三丁目４７番地３

043-294-0063

157

株式会社 映光ＴＹ

船橋市夏見五丁目18番30号

047-460-0692

278

株式会社 江戸川サービス

松戸市新松戸南二丁目144番地

047-345-1355

284

ＳＰプランニング 株式会社

柏市藤ケ谷９５４番６

04-7193-8275

345

有限会社 エーテック

船橋市高根町２６０７番地

047-400-7751

2

オリエンタル工業 株式会社

鎌ケ谷市軽井沢2060番地の9

047-444-2030

3

オビヤ管工 株式会社

鎌ケ谷市初富31番地27

047-446-8591

26

有限会社 大野屋商店 豆ヶ台店

鎌ケ谷市南鎌ケ谷二丁目5番52号

047-445-1970

51

株式会社 近江屋商会

白井市白井382番地の3

047-491-0056

58

株式会社 大吉工業

船橋市夏見台四丁目22番1号

047-439-8710

75

株式会社 大野風呂店

鎌ケ谷市道野辺中央二丁目9番26号

047-443-2619

142

株式会社 岡本興業

鎌ケ谷市東中沢三丁目17番46号

047-443-5469

175

株式会社 大島設備

船橋市二和西五丁目12番11号

047-449-2524

200

株式会社 大出水道

松戸市馬橋1796番地

047-342-1926

227

株式会社 大橋住設

柏市高柳新田5番地45

04-7193-6771

279

株式会社 大渕住設

船橋市咲が丘四丁目30番13号

047-498-9550

44

株式会社 柏タイル水道

柏市あけぼの三丁目4番25号

04-7143-4392

216

ｶﾈｹﾝ京葉ｺﾐｭﾆﾃｨ 株式会社

船橋市東船橋一丁目1番8号

047-422-1580

261

金古住設工業 株式会社

柏市篠籠田1381番地185

04-7197-2733

ｳ

ｴ

ｵ

ｶ

※工事は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店にてお願いします。指定工事店以外の人が工事したものについては、工事完了
後の市の職員による検査も受けられず無効となり、やり直していただくようになりますのでご注意ください。
2022年2月24日 現在
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指定番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

266

株式会 鶴翼

千葉市緑区下大和田町283番地の1

043-205-0751

300

株式会社 加藤設備

松戸市六高台五丁目53番地502号

047-383-1141

340

川上工業 株式会社

船橋市習志野台二丁目７３番８号

047-401-0611

34

近代住機 株式会社

松戸市馬橋2851番地

047-348-9100

272

有限会社 木村設備工業

流山市東初石三丁目103番地の173

04-7128-9967

285

共和工業 株式会社

船橋市藤原六丁目33番1号

047-438-5801

330

株式会社 北本組

市川市曽谷八丁目１８番６号

047-712-0012

152

有限会社 黒川機水

流山市市野谷168番地15

04-7159-8375

251

株式会社 クラシアン 船橋支社

船橋市丸山四丁目46番6号

047-429-0591

294

合同会社 グッドライフ

柏市松ケ崎329番地22

04-7190-5539

96

株式会社 ケイハイ

船橋市市場三丁目17番1号

047-460-0815

115

株式会社 健心

松戸市五香西一丁目26番地の9

047-387-6915

275

有限会社 下水道普及会

鎌ケ谷市軽井沢2149番地の9

047-441-3367

287

株式会社 ケーワイ

野田市尾崎1563番地1

04-7141-1151

288

謙システム 株式会社

山武市板川317番地33

0475-89-0277

25

有限会社 小枝電気設備

鎌ケ谷市南初富四丁目6番25号

047-444-4103

145

有限会社 弘栄設備

船橋市馬込町１１７６番地８

047-439-2907

204

有限会社 光信技研

船橋市印内一丁目10番26号-B

047-710-8910

206

株式会社 公友住機

柏市加賀三丁目2番1号

04-7175-1711

223

有限会社 小松設備工業

市川市曽谷五丁目9番9号

047-374-1177

244

株式会社 五葉エンジニアリング

市川市大洲一丁目12番5号

047-377-3511

306

有限会社 恒和

船橋市みやぎ台一丁目19番10号

047-447-7624

327

株式会社 KOYU設備

柏市根戸４７１番地７９

04-7193-8333

332

株式会社 国分

船橋市高根町２８８１番地２

047-439-8877

348

コネクトピープルズ 株式会社

千葉県船橋市金杉町141-2

047-401-3512

ｷ

ｸ

ｹ

ｺ

※工事は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店にてお願いします。指定工事店以外の人が工事したものについては、工事完了
後の市の職員による検査も受けられず無効となり、やり直していただくようになりますのでご注意ください。
2022年2月24日 現在
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指定番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

ｻ
12

株式会社 サイトー水研

八千代市島田台818番地70

047-488-2151

62

三徳工業 株式会社

習志野市谷津二丁目2番30号

047-451-3161

69

株式会社 三浩総産

船橋市習志野二丁目6番23号

047-467-3245

70

株式会社 さかもと

松戸市金ケ作408番地318

047-387-3482

101

株式会社 佐藤設備工業

松戸市小金原九丁目29番地の4

047-341-7724

105

株式会社 サクラ設備

習志野市実籾二丁目41番21号

047-476-2511

128

山京建設 株式会社

船橋市西船四丁目18番14号

047-433-6301

182

さくらエンジニアリング 株式会社

佐倉市六崎1525番地11

043-486-5311

194

株式会社 サンナカシマ

鎌ケ谷市初富23番地106号

047-404-3339

209

株式会社 三晃総業

松戸市北松戸三丁目9番地の9

047-365-6016

230

有限会社 佐々木設備

市川市南大野一丁目8番11号

047-337-8786

248

株式会社 三東

市川市伊勢宿17番3号

047-358-3388

269

株式会社 三幸

船橋市薬円台一丁目27番17号

047-464-6140

319

株式会社 サンキ

千葉市稲毛区緑町一丁目2番10号

043-205-4285

1

株式会社 進日本工業 鎌ケ谷支店

鎌ケ谷市粟野723番地

047-444-4797

7

新和設備 株式会社

鎌ケ谷市東初富一丁目7番41号

047-444-2118

23

有限会社 信建設備工業

鎌ケ谷市南鎌ケ谷二丁目6番16号

047-446-3911

45

株式会社 篠原水道

船橋市西船七丁目7番42号

047-335-2506

85

株式会社 上信水道工業所

松戸市常盤平柳町9番地の1

047-387-7451

118

有限会社 下山設備工業

習志野市東習志野五丁目16番22号

047-479-1668

192

株式会社 ショウコウ設備

柏市藤心147番地

04-7176-5577

207

有限会社 新星設備

流山市古間木290番地35

04-7159-1777

221

昌和建設 株式会社

印西市瀬戸1733番地5

0476-80-3588

249

渋谷設備

白井市根41番地の3

047-492-1038

273

有限会社 進和設備

柏市篠籠田1027番地の11

04-7145-9345

274

株式会社 新栄ライフ

鎌ケ谷市初富848番地15

047-443-8685

282

株式会社 篠原設備

柏市逆井四丁目25番59号

04-7137-9241

ｼ

※工事は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店にてお願いします。指定工事店以外の人が工事したものについては、工事完了
後の市の職員による検査も受けられず無効となり、やり直していただくようになりますのでご注意ください。
2022年2月24日 現在
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指定番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

343

株式会社 JOY craft

船橋市藤原六丁目４８４番６

047-404-7974

35

株式会社 杉田工業所

船橋市松が丘四丁目24番14号

047-464-3345

131

株式会社 菅原水道工事店

松戸市金ケ作422番地16

047-387-3480

256

有限会社 ストレングス

千葉市美浜区幸町一丁目9番1棟409号

043-246-2235

292

鈴木工業 株式会社

船橋市八木が谷四丁目3番1号

047-404-3020

293

株式会社 スマイルアップ

鎌ケ谷市西佐津間一丁目25番9号

047-445-1608

313

有限会社 菅設備工業

柏市根戸467番地の1

04-7131-1507

316

株式会社 水護

船橋市豊富町659番地の5

047-497-8248

323

有限会社 スズユウ工務店

千葉市若葉区大宮町2841番地の1

043-233-6090

339

水音

松戸市東松戸四丁目３番地の１１

047-393-8291

130

積和建設東関東 株式会社

千葉市若葉区都賀一丁目4番4号

043-233-2930

318

正興住建 株式会社

松戸市六高台二丁目6番地2

047-384-0134

321

誠輝管工 株式会社

千葉市稲毛区山王町201番地14

043-424-9133

338

株式会社セントラル設備

柏市北柏三丁目１４番４－１０３号

04-7189-8344

344

株式会社 セプテム

船橋市夏見五丁目6番3号

047-411-4260

153

株式会社 創研

船橋市新高根一丁目9番14号

047-465-7750

184

ソメヤ住宅設備 株式会社

野田市中野台鹿島町37番地20

04-7121-6152

311

有限会社 総信設備

千葉市若葉区みつわ台四丁目29番9号

043-287-4433

334

創真ワークス株式会社

柏市酒井根６４７番地３４

04-7157-3296

13

株式会社 大幸設備

鎌ケ谷市西佐津間一丁目7番30号

047-445-0140

52

株式会社 大信設備

柏市豊四季945番地294

04-7141-3988

61

有限会社 ダイケン

鎌ケ谷市南初富五丁目9番63号

047-443-3117

67

太陽工業 株式会社

松戸市南花島三丁目54番13号

047-366-1047

86

株式会社 たつみ管工社

松戸市五香西二丁目39番1

047-384-1231

89

株式会社 高松管工

松戸市東平賀102番地の6

047-341-9089

ｽ

ｾ

ｿ

ﾀ

※工事は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店にてお願いします。指定工事店以外の人が工事したものについては、工事完了
後の市の職員による検査も受けられず無効となり、やり直していただくようになりますのでご注意ください。
2022年2月24日 現在
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指定番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

136

有限会社 高玖工務店

鎌ケ谷市初富802番地85

047-443-1465

169

有限会社 タナベ興建

鎌ケ谷市軽井沢字遠山2100番地16

047-443-1424

174

第一ｴﾈﾙｷﾞｰ設備 株式会社 千葉営業所

流山市流山1028番地

04-7178-9551

191

大和設備工業 株式会社

千葉市稲毛区天台四丁目1番12号

043-254-2323

220

株式会社 ダイエックス

松戸市稔台七丁目7番地の13 井上ビル２階

047-361-3000

224

有限会社 田中住宅工業

松戸市河原塚113番地16

047-392-0058

233

株式会社 タッグ

鎌ケ谷市中沢726番地51

047-401-6980

239

高塚設備工業 株式会社

松戸市秋山373番地28

047-392-5264

265

有限会社 大聖設備工業

船橋市高野台四丁目20番29号

047-490-5030

280

株式会社 匠住設

千葉市若葉区御殿町2177番地1

043-312-5610

283

有限会社 大藤設備

船橋市習志野台五丁目28番8号

047-467-3332

314

大渡設備工業 株式会社

松戸市小金原八丁目32番地2

047-346-8985

335

株式会社TAKUMI

鎌ケ谷市北中沢二丁目５番６２号

047-404-7750

55

中央日化サービス 株式会社

千葉市花見川区犢橋町1627番地12

043-259-2971

103

有限会社 千広設備

船橋市三山四丁目25番8号

047-471-8563

234

千葉住設 株式会社

松戸市稔台五丁目7番地8

047-368-8686

167

司興業 株式会社

白井市冨士263番地の24

047-444-4040

190

有限会社 つくば工業

柏市塚崎1083番地の1

04-7193-2455

242

有限会社 テクニカルサポート

流山市江戸川台東二丁目324番地の3

04-7155-5769

320

株式会社 D-advance

習志野市香澄四丁目５番１号２Ｆ

047-429-8191

72

土佐工業 株式会社

船橋市三咲四丁目11番6号

047-449-7305

97

株式会社 東和工業

船橋市二和西六丁目24番17号

047-447-0461

289

豊田設備 株式会社

船橋市二和東一丁目7番5号

047-449-7332

333

トウメイ株式会社

船橋市藤原八丁目２５番５号

047-439-5596

341

株式会社 東和商会 船橋支店

船橋市大穴北三丁目２８番１０号

047-404-7890

ﾁ

ﾂ

ﾃ

ﾄ

※工事は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店にてお願いします。指定工事店以外の人が工事したものについては、工事完了
後の市の職員による検査も受けられず無効となり、やり直していただくようになりますのでご注意ください。
2022年2月24日 現在
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指定番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

ﾅ
47

中澤工業 株式会社

印西市大森3140番地

0476-42-3011

54

株式会社 習志野工業

習志野市東習志野八丁目28番11号

047-478-8131

93

株式会社 中澤エンジニアリング

柏市加賀一丁目18番13号

04-7176-7371

219

流山設備工業 有限会社

流山市下花輪1314番地の2

04-7158-1319

270

有限会社 ナミショウ

白井市南山二丁目10番7号

047-419-0155

317

株式会社 梨木設備工業

野田市目吹42番地の44

04-7128-8906

74

日本サービス 株式会社

松戸市主水新田476番地10

047-345-5665

83

株式会社 日總

白井市神々廻826番地2

047-492-6261

196

錦織設備

柏市逆井1445番地

04-7160-5517

231

株式会社 日設工業

千葉市稲毛区長沼町108番地の1

043-250-7751

276

株式会社 ニューアトラス

千葉市稲毛区あやめ台3番4棟101号

043-259-8260

302

NEED 株式会社

八千代市八千代台西十丁目8番2号

047-489-5021

322

株式会社 新納設備

船橋市二和西一丁目7番80号

047-401-0641

255

根本設備 株式会社

柏市布施553番地1

04-7170-4204

14

株式会社 野本

鎌ケ谷市鎌ケ谷四丁目4番地26号

047-444-1171

342

伸和建設 株式会社

船橋市高根町２８７０番地３

047-401-0667

4

株式会社 初富水道設備

鎌ケ谷市右京塚8番11号

047-444-2741

59

株式会社 早見設備

松戸市二ツ木二葉町198番地2

047-341-0510

94

有限会社 羽生田設備工業

鎌ケ谷市道野辺1039番地6

047-442-3793

208

有限会社 林設備

千葉市花見川区長作町1298番地1

043-205-4355

264

株式会社 花島水道

八千代市大和田新田266番地12

047-485-7171

36

有限会社 日比谷管工

船橋市海神町東一丁目969番地

047-431-5645

65

株式会社 日の出設備

船橋市夏見七丁目12番15号

047-460-3611

104

有限会社 蛭田設備工業

松戸市古ケ崎二丁目3233番地の1

047-361-4224

ﾆ

ﾈ

ﾉ

ﾊ

ﾋ

※工事は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店にてお願いします。指定工事店以外の人が工事したものについては、工事完了
後の市の職員による検査も受けられず無効となり、やり直していただくようになりますのでご注意ください。
2022年2月24日 現在
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指定番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

133

有限会社 日向寺水道工業

鎌ケ谷市中佐津間一丁目14番12号

047-446-0765

305

株式会社 ヒロテック

船橋市藤原五丁目47番12号

047-430-9070

41

不二公業 株式会社

船橋市金杉町893番地の1

047-438-2511

53

古橋工業 株式会社

船橋市金杉四丁目5番18号

047-448-3624

161

二和設備工業 株式会社

鎌ケ谷市初富808番地471

047-441-7127

243

藤田管工事 有限会社

千葉市若葉区若松町496番地10

043-422-1790

262

株式会社 フジコー 東葛営業所

流山市駒木486番地20

04-7156-7088

263

有限会社 ブンゴ水道

船橋市楠が山町241番地3

047-457-6505

304

株式会社 ＦＬＡＴ

鎌ケ谷市初富56番

047-404-9440

325

株式会社 フロンティア

柏市根戸1864番地4 ｶﾊﾟﾙｱﾋﾞﾙ1F

04-7186-7281

37

株式会社 ホーマック

船橋市習志野台四丁目11番6号

047-461-2345

185

有限会社 豊永プランニング

佐倉市ユーカリが丘六丁目8番1号

043-488-3399

201

株式会社 堀組

市川市原木二丁目7番14号

047-328-1443

240

株式会社 本田設備工業所

市川市国分二丁目9番22号

047-373-7137

241

株式会社 保坂設備

山武市板川317番地の40

0475-89-1505

43

まえだ興業 株式会社

船橋市丸山四丁目12番10号

047-438-8151

49

前原興業 株式会社

船橋市習志野一丁目9番5号

047-463-1725

63

松本水道 株式会社

船橋市高根台七丁目8番2号

047-467-1223

81

丸大工業 株式会社

船橋市大穴南五丁目25番38号

047-465-0232

245

松本水道 有限会社

八千代市島田台888番地3

047-488-1311

250

有限会社 松戸工業所

千葉市花見川区横戸町918番地

043-259-5410

307

有限会社 幕張設備

千葉市花見川区武石町一丁目534番1号 ｵﾌｨｽ武石
203号

043-275-4181

213

有限会社 三橋設備

鎌ケ谷市南初富四丁目17番24-3号

047-441-2726

226

有限会社 水のマルショウ

八千代市麦丸932番地

047-459-1939

309

株式会社 水楽

四街道市物井1802番地4

043-304-7897

ﾌ

ﾎ

ﾏ

ﾐ

※工事は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店にてお願いします。指定工事店以外の人が工事したものについては、工事完了
後の市の職員による検査も受けられず無効となり、やり直していただくようになりますのでご注意ください。
2022年2月24日 現在
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指定番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

328

有限会社 ミカサプラミング

白井市冨士１２６番地１５

047-446-0083

198

目黒建設総業 株式会社

鎌ケ谷市道野辺中央四丁目2番39号

047-444-1177

214

有限会社 明和設備

千葉市稲毛区天台五丁目28番2号

043-256-5656

38

株式会社 山田総業

船橋市二宮二丁目37番9号

047-465-7121

155

有限会社 ヤマコ工業

船橋市宮本四丁目4番1号

047-460-4010

299

友志建工 株式会社

鎌ケ谷市東鎌ケ谷一丁目５番４号

336

有限会社ゆあさ土木

船橋市咲が丘四丁目３２番３号

047-447-0595

116

株式会社 ライフィット

我孫子市布佐3398番地

04-7189-2921

303

株式会社 ライフワーカーズ

船橋市みやぎ台四丁目12番18号

047-449-7563

324

ライブウェル 株式会社 千葉営業所

習志野市鷺沼三丁目19番3号幕張ｲﾝﾀｰｳｪﾙｽﾞ21-D号
室

047-455-8415

301

令和設備株式会社

船橋市薬円台四丁目1番25号

047-440-8494

66

株式会社 若井管工設備

白井市根1871番地の18

047-491-8401

112

株式会社 若菜設備

松戸市五香西二丁目50番地の22

047-386-7711

291

株式会社 和弘

千葉市稲毛区宮野木町2149番地3

043-286-0781

ﾒ

ﾔ

ﾕ
中平ビル１０１

047-404-1278

ﾗ

ﾚ

ﾜ

指定工事店数合計

216 社

※工事は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店にてお願いします。指定工事店以外の人が工事したものについては、工事完了
後の市の職員による検査も受けられず無効となり、やり直していただくようになりますのでご注意ください。
2022年2月24日 現在
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