
【市 内】（町名50音順）

勝瀬

杉山設備工業 富士見市勝瀬1603-1 049-262-5003

鶴瀬東

㈲岡部ポンプ店 富士見市鶴瀬東1-3-13 049-251-5418

㈱アク ト プラ ンニング 富士見市鶴瀬東1-10-34 049-251-1001

㈲斉藤水道工業所 富士見市鶴瀬東2-2-17 049-251-1363

㈲富田設備工業所 富士見支店 富士見市鶴瀬東2-9-8 049-251-1046

鶴馬

㈲篠田設備 富士見市鶴馬3245 049-252-0858

㈱伊藤興業 富士見市鶴馬3300-2 049-255-3977

㈲神保水道 富士見市鶴馬3490 049-253-3515

江澤商事㈱ 富士見市鶴馬3-31-25 049-251-3655

協栄設備㈱ 富士見市鶴馬2002-1 049-255-8076

南畑新田

㈲武井設備 富士見市南畑新田145-1 049-258-3525

羽沢

㈱三栄工業 富士見市羽沢3-25-2 049-251-0719

㈱北一住設 富士見市羽沢1-13-6 0120-511-325

針ケ谷

協和工業㈱ 富士見市針ヶ 谷1-9-9 049-252-2333

㈲三枝鉄工所（ 営業所） 富士見市針ヶ 谷1-19-6 049-254-2036

鈴木建設 富士見市針ヶ 谷2-17-6 090-4006-8843

東大久保

㈲松﨑工業所 富士見市東大久保1619 049-251-3961

島田建設㈱ 富士見市東大久保309 049-251-0138

水子

㈲平成開発工業 富士見市水子2855-1 049-255-0355

㈲髙野水道工業所 富士見市水子5010-3 049-251-3937

㈱三津穂 富士見市水子3023 049-252-3481

水谷東

岩田工業所 富士見市水谷東2-15-12 048-472-1026

㈲白浜設備 富士見市水谷東2-44-11 048-470-7510

渡戸

㈲吉見水道 富士見市渡戸1-9-13 049-251-8387

富士見市上水道指定工事店一覧表（ 令和5年3月23日現在）



【市 外】

ふじみ野市

㈲桐原設備工業 ふじ み野市大井926-9 049-256-3023

㈲リ ビングショ ッ プコ オダイ ふじ み野市上福岡3-6-4 049-262-4688

㈲大井管工 ふじ み野市亀久保1670-30 049-261-3130

㈲伊藤設備 ふじ み野市亀久保1829-2 049-264-3310

㈲北沢水道工業所 ふじ み野市川崎29-4 049-262-0993

㈲水LABO　 TOMA ふじ み野市清見1-2-2 049-261-0041

㈲玉田工業 ふじ み野市新駒林1-3-18 049-264-1658

㈲ムサシ管工 ふじ み野市新駒林3-4-11 049-262-1240

㈲雪平設備工業所 ふじ み野市鶴ヶ 舞3-10-3 049-261-2080

㈱吉元工務店 ふじ み野市ふじ み野1-5-2 049-264-0855

㈲磐梯設備工業所 ふじ み野市緑ヶ 丘1-6-13 049-263-4614

㈱功和設備 ふじ み野市緑ヶ 丘1-6-82 049-264-2118

㈲伊藤建設工業 ふじ み野市大井707 049-263-4396

ラ イ フ アッ プ住設㈱ ふじ み野市西鶴ヶ 岡2-1-2 049-262-4454

㈲武蔵野設備工業 ふじ み野市駒西1-6-5 049-266-6743

真建設㈱ ふじ み野市西原1-1-5 049-293-5280

㈲大野設備管工 ふじ み野市南台1-7-5 049-261-1713

三芳町

㈲江原設備 三芳町上富1545-60 049-258-1966

㈲細谷設備 三芳町北永井66-6 049-258-3692

㈲善光設備 三芳町北永井884-15 049-258-9101

石橋設備 三芳町藤久保376-101 049-259-1731

㈱オチアイ 三芳町藤久保1122-4 049-258-6772

㈱マルナカ設備工業 三芳町藤久保6404 049-258-2343

㈱イ ンフ ィ ールド 三芳町上富1678-1 049-259-7172

オク マ設備 三芳町藤久保251-1-311 049-259-8867

㈲ユウ コ ウ 設備 三芳町北永井228 049-265-8677

川越市

㈲丸新設備工業所 川越市新宿町6-17-18 049-243-9455

㈲坂井設備工業所 川越市石原町1-46-8 049-223-0371

昭和工業㈱ 川越市石原町2-58-16 049-224-6149

㈲山口水道工業所 川越市今成4-2-4 049-246-5313

㈲湯山設備工業所 川越市中台元町1-5-15 049-242-5064

㈲アキシン工業 川越市砂新田113-12 049-248-0590

㈱杉山設備 川越市今福1024-24 049-242-1025

日開設備工業㈱ 川越市大中居390-1 049-235-8611

川越設備㈱ 川越市上老袋495-2 049-223-2816

㈱伊藤住設 川越市上寺山458-10 049-226-5071

環衛設備工業㈱ 川越市鴨田1144 049-223-2530

埼玉設備工業㈱ 川越市岸町1-15-16 049-241-4343

㈱フ ァ ース ト プロ ジェ ク ト 川越市小堤313-1 049-234-3766

㈲光和水道 川越市小中居775 049-235-0037

㈲吉田水道 川越市鹿飼521 049-223-2344

㈲小野設備 川越市下赤坂320-1 049-243-5085

㈱小髙設備 川越市下広谷512-1 049-239-3900



㈲浅羽住設工業 川越市下松原531-5 049-242-3553

㈱アサヒ 川越市砂新田6-12-11 049-243-0202

㈲北新設備工業 川越市古谷上6068-5 049-235-7788

㈱牛村水道工業 川越市的場2215-5 049-231-0809

㈲中島設備 川越市山田1975-5 049-222-1478

㈱東興業 川越市鯨井1086 049-231-4680

㈲高橋設備 川越市喜多町3-6 049-222-1324

㈱ヤマト 川越市中台元町1-5-15 049-249-0820

原田設備工業所 川越市石田５ ５ ２ 049-223-0099

白石設備 川越市今成4-31-24 049-215-9962

㈱日武設備 川越市古谷本郷604-1 049-235-0065

中央設備 川越市下広谷1110-4 049-298-6078

㈱彩水設備 川越市鯨井新田45-2　 グラ ンヴィ ル4Ｆ 049-298-6130

エコ アシス ト 川越市大仙波954-１ Ｌ Ｍ川越６ ０ ４ 070-4129-0757

㈱高建工業 川越市大字鯨井１ ８ ３ ７ 049-231-4675

鎌田屋 川越市むさ し 野南1-1 049-293-3008

㈱島村水道工業所 川越市大字並木270-5 049-235-2103

㈱エナジー 川越市大袋新田771-8 049-247-9002

NEXT 川越市今成1-18-29 049-214-1572

志木市

㈱上原水道 志木市上宗岡2-16-35 048-471-2339

㈱タ ニムラ 設備 志木市中宗岡3-9-3　 光ビル1階 048-487-2563

㈱細田管工 志木市下宗岡3-4-9 048-473-7232

㈱アク アマリ ンズ 志木市上宗岡4－6－27　 志木ハイ デンス 628 048-662-6000

明央産業㈱ 志木市中宗岡3-24-40 048-473-5321

㈲三枝鉄工所 志木市柏町1-14-2 048-471-0076

㈱も たい設備工業 志木市下宗岡3-2-14 048-424-8556

さいたま市

新井ポンプ工業㈱ さ いたま 市岩槻区徳力86 048-794-2432

㈲宮設備　 さ いたま 支店 さ いたま 市北区盆栽町95-2-103 048-871-5318

㈱アイ ダ設計 さ いたま 市大宮区桜木町2-286 048-726-8613

㈱茂田工業所　 さ いたま 市北区東大成町2-376-2 048-666-6868

㈲鈴木工業 さ いたま 市桜区神田391-5 048-856-1575

㈱渡邉組 さ いたま 市桜区下大久保994 048-858-1904

ラ イ ンフ ァ ミ リ ー㈱ さ いたま 市中央区上峰2-3-1 048-859-1717

㈱ＭＳ フ ィ ールド さ いたま 市西区指扇領別所366-7 048-621-3535

㈱宮下工業 さ いたま 市西区植田谷本854-3 048-625-5966

㈲和設備工業 さ いたま 市西区島根76 048-620-2015

㈲伊藤設備工業所 さ いたま 市緑区原山2-21-15 048-885-5781

細井設備工業㈲ さ いたま 市見沼区春岡2-37-8 048-684-5609

積和建設埼玉栃木㈱ さ いたま 市見沼区東大宮6-14-10 048-686-6611

㈱太陽商工 さ いたま 市緑区上野田５ ７ ４ －３ 048-878-1905

㈱良松 さ いたま 市北区東大成町1-460 048-666-1200

大協和工業㈱ さ いたま 市西区宝来1425-1 048-623-3711

㈱池上管工 さ いたま 市西区土屋491-1 048-624-2044

㈲長谷川設備工業 さ いたま 市西区西遊馬902-1 048-626-2385

㈲萩原工業 さ いたま 市中央区上峰2-2-3 048-851-4110



㈱ワ ンロ ード さ いたま 市大宮区吉敷町1-73-3Ｆ 048-797-8925

㈱創研　 埼玉支店 さ いたま 市緑区東浦和4-33-14 048-810-1717

㈲ケーワ イ エンジニアリ ング さ いたま 市北区別所町47-24 048-663-0818

㈲三鈴商工 さ いたま 市北区奈良町50-11 048-663-4010

三和設備工業㈱ さ いたま 市中央区下落合5-16-2 048-853-1651

埼玉日化サービス ㈱ さ いたま 市北区宮原町2-111-8 048-666-1101

㈱末木工業 さ いたま 市西区佐知川556-1　 ｱﾋﾞ ﾃ゙ ﾝｽ佐知川1F-101 048-612-2072

シンアイ 工業㈱ さ いたま 市中央区上峰1-11-2 048-782-9844

㈱ノ ハラ 興業 さ いたま 市北区宮原町2-4-2 048-664-6398

Ｓ Ｄ センタ ー㈱
さ いたま 市見沼区南中丸289-9
　 メ ゾン・ ド ・ ルミ エールⅠ　 211号

048-685-9233

㈱光和設備工業 さ いたま 市桜区西堀4-9-17 048-839-9611

㈱イ デアル住設 さ いたま 市緑区東浦和4-27-5-105 048-778-8798

㈲石川工業 さ いたま 市北区別所町1124-19 048-668-8001

㈱加藤商事 さ いたま 市西区大字内野本郷297-4 048-624-5335

プラ ンバー さ いたま 市岩槻区西原台2－4－15－2 048-884-9650

㈱大東 さ いたま 市見沼区南中野288-2 048-812-4602

㈲髙進設備工業 さ いたま 市桜区栄和2-10-9 048-855-4412

京濱燃料㈱与野営業所 さ いたま 市桜区中島2-6-18 048-854-0006

㈱深谷設計設備 さ いたま 市北区別所町38-10 048-783-4090

ヒ ロ ミ コ ーポレ ーショ ン さ いたま 市桜区神田183-1 048-854-9207

所沢市

徳江工業㈱ 所沢市上新井4-79-19 04-2923-1942

㈱貫井産業 所沢市上安松909 04-2993-0110

城島設備工業㈱ 所沢市三ケ島2-925-13 04-2948-8737

川口設備㈱ 所沢市上山口１ ２ ６ ８ －５ 04-2929-4552

Ａ 企画 所沢市小手指元町2-28-27 04-2949-1786

㈱共栄 所沢市三ケ島5-865-7 04-2938-1177

㈲八光設備工業 所沢市西所沢1-15-14 04-2924-2011

㈱ワ タ ナベ住宅設備 所沢市小手指南5-27-20 04-2928-4161

㈲新聖設備工業 所沢市小手指南3-16-50 04-2948-6669

新座市

㈱磯野商事 新座市池田2-2-35 048-478-2282

横田設備工業㈱ 新座市片山1-15-31 048-479-9404

㈲小原設備工業 新座市馬場1-9-29 048-487-8976

㈱埼京住設工業 新座市馬場4-13-1 048-481-8516

㈱新成設備工業 新座市本多1-14-57 048-489-5358

㈲福留設備工業 新座市石神2-3-11 048-481-7476

㈱清水設備 新座市片山1-19-17 048-477-7595

朝霞市

㈱中村屋住宅設備機器 朝霞市膝折町1-12-15 048-461-0028

㈱三栄設備 朝霞市三原5-3-16 048-463-3495

上尾市

㈱田代水道設備 上尾市今泉80-3 048-781-1068

㈲三幸シス テム企画 上尾市地頭方441-7 048-781-3405

㈱埼仙 上尾市中分2-94-1 048-725-0480



㈱中央設備工業 上尾市今泉365-12 048-725-3232

アサヒ 住建㈱ 上尾市平塚2558-4 048-773-8513

㈱金子設備 上尾市小泉9-3-14 048-773-6057

合同会社　 マツザキ 上尾市壱丁目南16-1　 グリ ーンピ ュ ア201 048-717-1519

狭山市

㈱奥冨設備 狭山市青柳235 04-2952-8524

㈱アイ ト ッ プ 狭山市入間川2-21-24 04-2952-2274

㈱大友興業 狭山市北入曽46-1 04-2958-6093

㈱田口土木 狭山市柏原588-4 04-2953-1587

㈲吉川設備工業 狭山市北入曽600-5 04-2957-0779

永大設備㈱ 狭山市狭山台4-8-5 04-2950-5757

㈱友信工業 狭山市根岸656 04-2941-2444

㈱ド ルク ス 狭山市入間川3160-34 04-2001-1807

入間市

㈱武蔵設備 入間市新久669-50 04-2963-2922

㈲佐藤住設商会 入間市宮寺4102-118 04-2934-4545

㈱河手設備 入間市小谷田1364-3 04-2964-0878

㈱石田興業 入間市春日町1-3-9-1 04-2927-1820

森田設備工業㈱ 入間市中神593-1 04-2936-1718

㈱リ グラ ンド 入間市小谷田1-11-37　 2F 04-2937-3510

㈱岩渕管工 入間市小谷田3-3-15 04-2964-5008

飯能市

青木土木工業株式会社 飯能市双柳5-8 042-978-7513

㈱皆進 飯能市大字笠縫157-5 04-2925-1919

㈱小谷野水道設備 飯能市大字芦苅場186 042-974-0674

東松山市

㈲岡設備工業 東松山市幸町4-21 0493-22-3396

（ 株） ユーラ イ フ 東松山市石橋1696-4 0493-81-5678

和光市

丸勤商事㈱ 和光市中央1-6-20 048-463-1630

川口市

㈲JWSマルタ カ 川口市上青木1-21-12 048-250-6780

㈱荒川設備 川口市峯810-12 048-297-8999

㈱ワ タ ナベ工業 川口市柳崎3-5-16 048-278-5277

北本市

㈱泉山設備 北本市石戸5-268 048-592-7510

加須市

㈱福田設備工業 加須市中種足1529 0480-73-2848

鶴ヶ島市

田中設備工業㈱ 鶴ヶ 島市藤金46-2 049-285-2710

㈲川﨑設備工業 鶴ヶ 島市新町3-21-102 049-286-7041



坂戸市

㈲アイ ル設備工業 坂戸市塚越237-13 049-282-4294

㈱く はら 設備 坂戸市塚越1203-1 049-280-8777

㈱たなか住設 坂戸市関間4-1-5 049-281-0009

㈲浅賀設備 坂戸市萱方483-4 049-284-2683

日高市

㈲光泉設備 日高市馬引沢197-6 042-985-5492

㈲鶴田設備 日高市鹿山640-9 042-989-1283

大久保設備設計 日高市高萩2631-61 042-989-4688

八潮市

㈱マルコ ー 八潮市大字八條35 048-972-6282

桶川市

㈱新井管工事 桶川市川田谷6654-1 048-787-8181

㈱大木水道 桶川市川田谷3552-2 048-787-0611

協立設備㈱ 桶川市下日出谷301-5 048-786-4557

㈲玉坂設備 桶川市上日出谷344-11 048-787-6550

熊谷市

白根設備㈱ 熊谷市箱田1-11-28 048-524-0235

㈱中島水道 熊谷市万吉709-7 048-536-5151

行田市

森設備㈱ 行田市長野5-16-1 048-556-2300

　越谷市

㈱小杉設美 越谷市北川崎740-1 048-984-7044

㈱早坂建設 越谷市西新井876-4 048-916-5546

㈲沖田土木 越谷市向畑528-4 048-977-8684

　三郷市

㈲皆良 三郷市幸房124－1 048-954-6991

本庄市

㈲アク ア 本庄市小島2-13-15 0495-23-2433

白岡市

守合設備 白岡市千駄野862-4 0480-53-3988

川島町

㈱いいじ ま 川島町上伊草1364 049-297-0457

マツオ興業㈱ 川島町上伊草821-1 049-297-0792

ｌ 　 i 　 f 　 e 川島町下伊草111-1 049-297-2028

滑川町

㈲平設備 滑川町伊古158-1 0493-57-1157

吉見町

Ｋ 設備 吉見町長谷722-20 0493-54-6362

鳩山町

㈲山口工事 鳩山町泉井４ ３ ４ 049-296-1209



小川町

㈲加藤工業 小川町角山１ １ ７ －１ １ 0493-74-3295

宮代町

㈱木村設備 宮代町本田4-10-32 0480-32-7788

㈲優輝設備 宮代町本田5-9-20 0480-33-5508

杉戸町

㈱ハマノ 杉戸町杉戸5-5-12 0480-31-1318

【県 外】

東立工業株式会社 東京都板橋区徳丸1-4-10 03-5922-3800

京浜管鉄工業㈱ 東京都豊島区目白2-1-1 03-6871-9961

日本総合住生活㈱ 東京都文京区湯島2-2-2　 JS令和ビル 03-6803-3600

㈱上杉設備 東京都練馬区中村1-8-2 03-3998-2252

㈱ラ イ ク ス 東京都港区芝1-4-7 03-3645-8174

建装工業㈱ 東京都港区西新橋3-11-1 03-3433-0501

㈱東和商会 東京都東久留米市前沢5-34-17 042-467-6767

㈲空調エンジニアリ ング 東京都立川市砂川町2-26-4 042-537-3711

㈱皐月 東京都府中市小柳町5-12-28 042-363-2258

㈲武田設備工業 東京都東村山市野口町3-28-17 042-394-0238

㈱積壱 東京都東村山市秋津町1-24-4 042-399-3139

㈱家田土木 東京都清瀬市下宿2-667 042-453-6150

㈲野口水道 東京都あき る 野市瀬戸岡299-6 042-550-4266

㈱アス テム 東京都中央区日本橋堀留町1-2-10 03-3639-3330

㈱ラ イ フ サポート 東京都渋谷区大山町45-18　 代々木上原ウ エス ト ビル3階 03-5465-0703

㈲アク ティ ブ 神奈川県横浜市都筑区䇮田東1-19-2 045-949-1255

㈱イ ース マイ ル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3イ ース マイ ルビル 06-7739-2525

㈱シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町２ －４ －３ 　 アイ エス ビル９ 階 06-6944-7797

㈱アク アサービス 大阪府豊中市庄内栄町4-5-7 06-6335-1211

㈱すいぱと 千葉県市川市河原18-7 047-358-6290

小川設備企画 神奈川県相模原市南区大野台6-5-2-103 042-757-4188

㈱アク アラ イ ン 広島県広島市中区上八丁堀8-8第１  ウ エノ ヤビル6F 082-502-6644

㈱ノ ーリ ツ 兵庫県神戸市中央区江戸町93 栄光ビル 078-391-3361

ク ラ シアン 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 0120-500-500

㈱　 日本水道センタ ー 千葉県船橋市夏見1－6－１ 0120-506-123

ミ サワ ホーム建設㈱　 東京都杉並区高井戸東2-4-5 03-5344-3304

㈱　 ＷＡ Ｔ Ｅ Ｒ 　 ＷＯ Ｒ Ｋ Ｓ 　 ＷＡ Ｔ 東京都西東京市ひばり が丘北4－6－20 042-424-0234

㈱ス イ ド ウ サービス 大阪府大阪市城東区野江4-1-8-402 06-6991-6767

㈱リ ビングプラ ス 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-34-3-202 045-511-8777

丸大燃工( 株) 茨城県水戸市酒門町4456-5 029-247-1880

㈱イ ーラ イ フ グループ 東京都渋谷区南平台町15-15 03-6455-3990

エバーリ ンク ス ㈱　 横浜支店
神奈川県横浜市中区弥生町2-17
ｽﾄ ｸーﾀﾜー 大通り 公園1-202

045-253-8731

㈱交換でき る く ん 東京都渋谷区東1-26-20　 東京建物東渋谷ビル12Ｆ 03-6427-5381

㈱生活水道センタ ー 東京都大田区池上8-5-2 03-6476-1818



ｉ ｐ ｅ ｘ 　 ㈱ 東京都練馬区土支田4-9-1 03-6904-4301

エーアイ 設備サービス 東京都清瀬市中里5-101-8 042-495-0394

㈱ラ イ フ エナジー 東京都千代田区平河町1-6-15　 USビル8F 0120-033-003

㈱幕田興業 東京都清瀬市下清戸3-397-2シュ ペリ ュ ール302 042-497-1225

瑞テク ノ ㈱ 神奈川県川崎市宮前区東有馬1-9-10 044-854-7741

㈱ク リ ーンラ イ フ 大阪府吹田市広芝町6－10 06-6821-6133

㈱オアシス ソ リ ュ ーショ ン 東京都豊島区池袋2-23-21 03-5396-7141

㈱キンラ イ サー 東京都港区虎ノ 門1-3-1 03-5157-2400

㈱ザイ マッ ク ス 東京都港区赤坂1-1-1 03-5544-6600

友光開発㈱ 東京都東久留米市東本町5-10　 サニーグリ ーンビル2F 042-479-2202

㈱ワ ース ハンド 神奈川県海老名市東柏ケ谷1-14-29　 橘ﾋﾞ ﾙ202 046-292-7155


