
排水設備指定工事店指定一覧表
市町別50音順

業者名 事業所所在地 電話番号 業者名 事業所所在地 電話番号

㈱赤羽建設 高根沢町花岡1219 028-676-0520 ㈲キクチ設備工業 宇都宮市駒生町1811-9 028-652-0354

㈱アライ実業 高根沢町平田1997-2 028-676-0248 ㈱菊地設備工業 宇都宮市下平出町161-1 028-666-5469

㈲池田設備工業 高根沢町上高根沢2552 028-675-3744 ㈲キムラ設備工業 宇都宮市関堀町975-25 028-627-6556

江連設備工業 高根沢町石末2260-2 028-676-0594 ㈱共栄配管 宇都宮市西川田町6-2 028-658-0502

㈲小宅建設 高根沢町宝積寺1478-2 028-675-0032 協進設備工業㈱ 宇都宮市菊水町14-10 028-633-8381

㈲見目設備工業 高根沢町太田1242 028-676-1926 ㈱熊谷工業 宇都宮市東峰町3059 028-661-9441

㈲古口設備工業 高根沢町石末2028 028-675-0487 くらもち水道 宇都宮市下小倉町1690-9 028-674-1894

㈲篠原建設 高根沢町宝積寺2333-5 028-675-1563 ㈲高栄社 宇都宮市上籠谷町1102 028-667-8201

町内 ㈲総和住設 高根沢町光陽台3-12-3 028-680-1153 宇 ㈱コボリライフ 宇都宮市富士見が丘3-26-5 028-627-4139

㈱司工業 高根沢町石末1180 028-675-1179 ㈱小牧工業 宇都宮市江曽島町1146-2 028-658-1756

綱川工業（株） 高根沢町石末703-8 028-678-5450 都 坂本水道工事店 宇都宮市千波町17-8 028-622-1468

㈲鶴見設備工業 高根沢町伏久121 028-676-0020 三興設備㈱ 宇都宮市問屋町3426-31 028-680-6228

㈱手塚興業 高根沢町下柏崎8 028-676-2270 宮 ㈱三友設備工業 宇都宮市新里町丁345-2 028-665-0038

㈲テックヤマモト 高根沢町宝積寺1811-１ 028-680-1650 ㈱篠原総合設備 宇都宮市下荒針町3588-5 028-648-3306

㈲直井組 高根沢町宝積寺2347 028-675-0107 ㈱シンエイ企業 宇都宮市平松町871-4 028-636-4339

㈲直井工業 高根沢町花岡1230 028-676-0330 ㈱新栄設備工業 宇都宮市兵庫塚2-9-1 028-654-2297

㈲増渕工業 高根沢町宝積寺2423-6 028-675-0049 ㈲鈴康設備工業 宇都宮市問屋町3426-46 028-656-5485

市貝 ㈱東芳リビングプランガイド 市貝町多田羅465-1 0285-68-1386 ㈱仙波工業 宇都宮市平出町3769-1 028-660-0407

㈱アイダ設計 宇都宮市御幸ヶ原町136-167 028-614-8366 ㈲総合住宅設備 宇都宮市鶴田2丁目16-2 028-648-4160

アイファースト㈱ 宇都宮市野沢町366-4 028-678-3700 ㈱田中工業 宇都宮市簗瀬町1923-2 028-635-6111

㈱赤羽建設 宇都宮市中岡本町3713-241 028-673-9509 ㈱輝工業 宇都宮市御幸ケ原34-4 028-663-3232

㈱阿久津設備 宇都宮市大谷町1396-15 090-5828-0200 東栄設備工業㈱ 宇都宮市今泉町445 028-621-8370

宇 ㈲朝日工業 宇都宮市中岡本3674-70 028-673-4222 ㈲東栄理工 宇都宮市清原台1-15-17 028-667-6512

都 アベシステム 宇都宮市上田原町564-1 028-666-8497 ㈱栃木日化サ－ビス 宇都宮市海道町511-3 028-662-2662

宮 （株）石川工業 宇都宮市下桑島町1097-4 028-612-1838 合同会社　和 宇都宮市雀の宮7-23-12 090-4383-0753

㈲今川住宅設備 宇都宮市岩曽町1510-13 028-661-7177 ㈱西浦工業 宇都宮市鶴田町217-11 028-648-4128

㈱植竹設備工業 宇都宮市御幸ヶ原町136-34 028-661-5517 ㈲ハンダ設備 宇都宮市岩本町465-2 028-628-8439

㈲エムワイ設備工業 宇都宮市西原2-2-9 028-634-4716 ㈲檜山産業 宇都宮市下栗町2930-8 028-635-2798

大塚産業㈱ 宇都宮市砥上町350-18 028-648-1518 平石環境システム㈱ 宇都宮市平出町414-1 028-627-0808

㈱大森設備工業 宇都宮市江曽島3-798 028-658-4100 ㈱広野冷熱工業 宇都宮市宝木本町1140-70 028-665-3356

㈲かまひこ工業 宇都宮市花房1-13-15 028-638-9308 ㈱フジコー宇都宮支店宇都宮市宮原4-2-19 028-680-5760

㈲ガンバサービス 宇都宮市平出町1313-1 028-660-3508 ㈲平成スマイル設備工業宇都宮市今宮2-17-1 028-645-9671
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㈱星野工業 宇都宮市下荒針町3586 028-648-2205 塩谷 吉成水道設備 塩谷町大宮424 0287-47-6113

㈱増渕組 宇都宮市簗瀬町2500-15 028-633-7373 下野 コウエイ工業㈱ 下野市花の木1-2-4 0285-53-1883

㈱矢野設備工業 宇都宮市清原台3-8-5 028-667-2755 ㈲タテノ 下野市小金井132 0285-44-0277

横山工業㈱ 宇都宮市中久保1-10-15 028-661-0015 那珂 ㈱田島工業 那珂川町小川2587 0287-96-3211

（株）リメイクＧクラフト 宇都宮市駒生町1782-11 028-680-6377 川 ㈲益子ポンプ店 那珂川町馬頭2558-55 0287-92-2977

宇 （株）令和水工 宇都宮市上欠町1287-70 028-612-2069 荒井工業㈱ 那須烏山市田野倉16-1 028７-88-7461

都 Ｙ設備 宇都宮市陽東1-8-27 028-661-8210 ㈲磯電機工業所 那須烏山市中央1-13-19 0287-82-2408

宮 若目田設備㈲ 宇都宮市鐺山町622-1 028-670-6400 那須 大森設備工業 那須烏山市南2-17-4 028７-84-0758

和田工業㈱ 宇都宮市今泉町21 028-621-0511 烏山 梢水工　株式会社 那須烏山市大里1456 0287-83-8256

大橋総設工業㈱ 大田原市住吉町2-4-24 0287-23-3100 須藤住宅設備 那須烏山市志鳥111 0287-88-8817

大田原 永森設備工業 大田原市蛭畑922-1 0287-98-2680 ㈲仙波水道工業 那須烏山市南1-7-5 0287-83-0911

㈲マコト設備工業 大田原市上奥沢370－3 0287-23-2523 ㈱谷口住設工業 那須烏山市神長1176-1 0287-82-2877

鹿沼 ㈱川田組 鹿沼市茂呂2539-5 0289-76-1310 那須塩原 ㈱地熱工業 那須塩原市高柳295-1 0287-37-0741

㈱横山設備 鹿沼市茂呂2509-5 0289-74-7605 ㈱イマデン 日光市吉沢410-6 0288-22-1770

上三川 ㈲明和設備工業 上三川町上三川4799－1 0285-56-2239 日光 (株)タイホー 日光市猪倉926-54 0288-26-5076

㈲阿久津設備工業所 さくら市葛城170 028-686-5136 ㈲現代屋 芳賀町給部14-29 028-677-1676

さ 荒牧空調工業㈱ さくら市卯の里1-12-9 028-682-2810 芳賀 ㈱桧山工業 芳賀町下高根沢3959-3 028-677-4648

く 黒澤興業㈱ さくら市喜連川5360-3 028-686-3075 ㈲鈴木興業 益子町七井2795-2 0285-72-1511

ら コボリ工業㈱ さくら市氏家2433-21 028-681-2163 益子 ㈱細野工業 益子町七井2623 0285-72-5285

㈱サンテック さくら市葛城302-1 028-686-8005 小林設備㈲ 壬生町幸町4-2-13 0282-86-2932

㈲野沢設備工業 さくら市馬場24-1 028-682-3415 壬生 布施木設備 壬生町藤井245-3 0282-82-5521

㈱宮川電設 さくら市喜連川4077 028-686-2250 ㈱セバタ 真岡市下田西２丁目82-2プチフルールE棟202 0285-81-5160

佐野 ㈱大垣設備 佐野市岩崎町765-1 0283-61-0225 真岡 ㈲藤沢設備工業 真岡市高勢町3-115 0285-84-1689

細谷設備工業 真岡市高勢町2-248-4 0285-82-8766

㈲大増設備 矢板市扇町2丁目1526 0287-44-1269

矢板 ㈲長峰設備工業 矢板市片岡2162-3 0287-48-1409
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