
市町村 指定事業者名 事業所所在地 電話番号

（資）アイキョウ 印旛郡酒々井町中川37 043-496-2433

白井工業（株） 印旛郡酒々井町墨68 043-496-0702

山﨑産業（株） 印旛郡酒々井町上本佐倉15 043-496-0541

大木化工建設（株） 印旛郡酒々井町中央台1丁目27-8 043-496-7710

カトウプランニング 印旛郡酒々井町飯積134-6 043-481-6310

（有）技建工房 印旛郡酒々井町尾上108 043-496-8287

さくらエンジニアリング（株） 佐倉市六崎1525-11 043-486-5311

高橋水道（株） 佐倉市王子台6丁目27-23 043-487-2129

（有）石坂工業 佐倉市江原354-3 043-485-8780

（株）島田 佐倉市表町2丁目3-6 043-485-7271

（有）荒屋設備 佐倉市中志津2丁目18-9 043-463-0198

（株）ＡＬＩＯＮ 佐倉市王子台1丁目1-1 043-308-3482

第一空調（株） 成田市並木町161-77 0476-22-6125

伊藤設備工業（株） 成田市本三里塚91 0476-35-0230

（株）アクア 成田市並木町93-6 0476-24-3580

ナリタ管工(株） 成田市並木町207-9 0476-24-2637

（株）サンショウ冷熱 成田市西三里塚1-596 0476-35-1117

三和総業（株） 成田市東和田557 0476-22-4156

（有）澤田商会 成田市米野67 0476-37-5850

（株）斉藤設備 成田市橋賀台1丁目45-1 0476-27-2141

鈴木水道（株） 成田市馬橋2-19 0476-22-1160

（株）エヌテック 成田市三里塚光ケ丘1-380-102 0476-37-4921

（株）堀部設備工業 八街市富山1226 043-444-3115

（有）青柳設備 八街市八街ほ208 043-443-3738

（有）清宮水道 八街市八街ほ748 043-444-1153

（有）吉田設備工業 八街市吉倉641-4 043-445-5503

（有）山田設備 八街市八街ほ81 043-444-1014

北総管工設備（有） 富里市七栄650-1757 0476-93-1288

（有）椿設備 富里市御料118-19 0476-85-6636

（株）一福土木 富里市七栄40-1 0476-93-1121

（有）北村設備 富里市久能288 0476-92-5211

フジ管工 富里市十倉190-113 0476-94-1539

（株）イケダ 四街道市大日67-3 043-422-2820

（株）ｅ－ｓｔｙｌｅ 四街道市大日2165-1 043-312-3610

ウッドテック（株） 印西市小林3990-1 0476-97-2551

（有）松田設備工業 印西市瀬戸925 0476-98-0757

昌和建設（株） 印西市瀬戸1733-5 0476-80-3588

白井市 （株）近江屋商会 白井市白井382-3 047-491-0056

（株）田中設備水道 千葉市中央区矢作町362 043-227-5018

（有）松戸工業所 千葉市花見川区横戸町918 043-259-5410

（有）内設備工業 千葉市花見川区こてはし台3丁目1-22 043-258-6401

中央日化サービス（株） 千葉市花見川区犢橋町1627-12 043-259-2971

（有）泉澤設備工業 千葉市稲毛区長沼町134-27 043-250-7823

（株）アート設備建設 千葉市稲毛区園生町393-2 043-298-9111

（有）明和設備 千葉市稲毛区天台5丁目28-2 043-256-5656
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酒々井町下水道排水設備指定工事店名簿
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（株）和弘 千葉市稲毛区宮野木町2149-3 043-286-0781

株木建設工業（株） 千葉市稲毛区山王町364-1 043-488-4488

（株）ウッディホーム 千葉市稲毛区長沼原町286-1 043-258-0971

（株）ニューアトラス 千葉市稲毛区あやめ台3-4-101 043-259-8260

積和建設東関東(株） 千葉市若葉区都賀1丁目4-4 043-233-2930

（有）ミカワ設備工業 千葉市若葉区小倉台6丁目26-14 043-233-8672

（株）匠住設 千葉市若葉区御殿町2177-1 043-312-5610

藤田管工事（有） 千葉市若葉区若松町496-10 043-422-1790

（株）アイリスインダストリー 千葉市若葉区桜木1丁目32-50 043-214-3444

（株）双葉工業 千葉市緑区刈田子町48 043-292-8305

（株）佐藤設備 千葉市緑区誉田町2丁目20 043-291-0263

（有）ステアリスト 千葉市緑区誉田町1丁目791-17 043-291-0431

（有）ヤマコ工業 船橋市宮本4丁目4-1 047-460-4010

ウォーターワークス（株） 船橋市古和釜497-6 047-456-7891

（株）アイダ設計 船橋市上山町2-448 050-3173-2510

ＳＰプラニング（株） 船橋市高野台4丁目5-25 047-193-8275

共和工業（株） 船橋市藤原6丁目33-1 047-438-5801

豊田設備（株） 船橋市二和東1丁目7-5 047-449-7332

（有）ミカサプラミング 船橋市夏見3丁目22-15 047-446-0083

（株）東和商会 船橋市大穴北3丁目28-10 047-404-7890

（株）大𠮷工業 船橋市夏見台4丁目22-1 047-439-8710

東金市 （株）髙山工業 東金市東岩崎5番地1-102 0475-86-7776

（株）あずまや 旭市新町320 0479-62-0169

（株）石川商会住宅機材 旭市二の1710 0479-62-1341

習志野市 福葉水道（株） 習志野市実籾1丁目39-5 047-476-4321

（株）篠原設備 柏市逆井4丁目25-59 04-7137-9241

（株）セントラル設備 柏市北柏3丁目14-4-103 04-7189-8344

創真ワークス（株） 柏市酒井根647-34 04-7157-3296

（株）エスブロック 柏市岩井296-1 04-7193-0800

市原市 （有）藤住設 市原市能満1442-10 0436-43-1527

（有）八千代リビング設備 八千代市大和田新田923-41 047-450-8483

（株）花島水道 八千代市大和田新田226-12 047-485-7171

（株）ライフラインクリエイター 八千代市萱場町593-33 047-751-3888

松本水道（有） 八千代市島田台888-3 047-488-1311

（株）三葉水道 八千代市八千代台西7丁目5-29 047-484-7121

我孫子市 （株）ライフィット 我孫子市布佐3398 04-7189-2921

匝瑳市 （有）佐久間管工 匝瑳市高610-5 0479-72-3536

香取市 （株）岩立水道建設 香取市府馬2820-4 0478-78-4355

（株）保坂設備 山武市板川317-40 0475-89-1505

（株）アクアテクノ 山武市実門248-13 0475-80-8050

謙システム（株） 山武市板川317-33 0475-89-0277

多古町 （株）多古設備 香取郡多古町喜多459 0479-76-3151

芝山町 西武水道 山武郡芝山町小池2721 0479-74-3610

横芝光町 （有）第一住宅設備 山武郡横芝光町二又1191 0479-85-0034

一宮町 （株）元岡設備 長生郡一宮町東浪見7509-4 0475-42-8873
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