
事業者名 所在地 電話番号

(株)田中工業所 入間市大字野田1516 04－2932－0625
(株)小川工業 入間市大字野田457-6 04－2932－3279
(株)OFFICE WILD ONE 入間市野田1521-1山一ビル1F 04－2932－7785
不破設備工業(株) 入間市大字仏子1202-4 04－2932－0731
(有)三ツ木設備 入間市三ツ木台112 04－2936－1141
森田設備工業(株) 入間市大字中神593-1 04－2936－1718
(株)武蔵設備 入間市大字新久669-50 04－2963－2922
(株)鈴木設備 入間市大字小谷田3-1-9 04－2963－5637
(株)河手設備 入間市大字小谷田1364-3 04－2964－0878
入間空調(株) 入間市大字小谷田644-1 04－2963－0261
(有)佐藤住設商会 入間市宮寺4102-118 04－2934－4545
(株)忠光 入間市宮寺3145-1 04－2934－5337
(株)水村商店 入間市宮寺445-5 04－2934－2051
(株)石田興業 入間市春日町1-3-9-1 04－2927－1820
(有)寺井工業 入間市宮前町7-6 04－2964－3131
(株)荒井工業所 入間市豊岡5-3-36 04－2962－3577
(株)佐藤工業 川越市かすみ野2-1-25 049－286－8274
(株)ホートー 川越市下赤坂1800-3 049－245－9161
(有)小野設備 川越市大字下赤坂320-1 049－243－5085
(株)杉山設備 川越市大字今福1024-24 049－242－1025
(有)アキシン工業 川越市大字砂新田113-12 049－248－0590
(有)湯山設備工業所 川越市中台元町1-5-15 049－242－5064
(株)アサヒ 川越市砂新田6-12-11 049－243－0202
埼玉設備工業(株) 川越市岸町1-15-16 049－241－4343
(有)吉野水道工業所 川越市岸町1-10-5 049－222－1259
(有)丸新設備工業所 川越市新宿町6-17-18 049－243－9455
Y企画 川越市寿町1-2420-2 049－246－8713
武州瓦斯(株) 川越市田町32-12 049－241－9000
(株)ビージーエンジニアリング 川越市田町32-12 049－241－9111
(株)ビージーサービス 川越市田町32-12 049－280－5111
(有)山口水道工業所 川越市今成4-2-4 049－246－5313
(株)牛村水道工業 川越市大字的場2215-5 049－231－0809
川越設備(株) 川越市大字上老袋495-2 049－223－2816
米川興業(株) 川越市宮元町50-12 049－222－2911
原田設備工業所 川越市大字石田552 049－223－0099
(株)伊藤住設 川越市大字上寺山458-10 049－226－5071
昭和工業(株) 川越市石原町2-58-16 049－224－6149
(有)中島設備 川越市山田1975-5 049－222－1478
(株)ケイシステムジャパン 川越市大字鯨井1870-11 049－233－0919
(株)東興業 川越市大字鯨井1086 049－231－4680
(株)ファーストプロジェクト 川越市小堤313-1 049－234－3766
(株)小高設備 川越市大字下広谷512-1 049－239－3900
中央設備 川越市大字下広谷1110-4 049－298－6078
(有)高橋設備 川越市喜多町3-6 049－222－1324
(株)日武設備 川越市大字古谷本郷604-1 049－235－0065
(株)彩水設備 川越市大字鯨井新田45-2 049－298－6130
(株)オダケン 川越市大字上戸112-6 049－233－9036
鎌田屋 川越市笠幡131-29 049－293－3008
(株)KASUMI 川越市川鶴2-3-7 049－298－8391
日開設備工業(株) 川越市大字大中居390-1 049－235－8611

エコアシスト
川越市大字大仙波954-1　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ川越
604号室

070-4129-0757

(株)エナジー 川越市大字大袋新田771-8 049－247－9002
トヨダ設備(株) 所沢市林2-414-16 04－2948－1043
(有)新井設備工業 所沢市三ケ島1-18-1 04－2948－4013
(株)木下商興 所沢市三ケ島5-1283 04－2948－1719
佐々木管工 所沢市三ケ島4-2322-7 04－2948－0381
城島設備工業(株) 所沢市三ケ島2-925-13 04－2948－8737



(有)本田技管 所沢市三ケ島1-953-3 04－2948－1300
(有)伏見設備工業 所沢市三ケ島1-810-1 04－2948－3328
(株)ミヤザキ 所沢市狭山ケ丘1-2980-38 04－2948－7650
上野管工(株) 所沢市大字上山口1497-2 04－2923－5890
川口設備(株) 所沢市大字上山口1268-5 04－2929－4552
(株)三浦建設 所沢市若狭4-2494-4 04－2949－9545
A企画 所沢市小手指元町2-28-27 04－2949－1786
(株)糟谷設備工業所 所沢市大字山口2825-1 04－2923－8888
(株)小松屋管器 所沢市西所沢1-6-1 04－2922－3836
(有)八光設備工業 所沢市西所沢1-15-14 04－2924－2011
(有)松本設備工業所 所沢市宮本町1-7-11 04－2922－5911
徳江工業(株) 所沢市上新井4-79-17 04－2923－1942
加藤商事(株) 所沢市けやき台2-31-2 04－2926－7777
(有)松原設備メンテナンス 所沢市緑町3-12-17 04－2925－4351
(株)橋本設備 所沢市北中3-19-79 04－2929－6250
(有)石和設備工業 所沢市西新井町21-3 04－2993－8108
(株)ヤマニエコライフ 所沢市東新井町254-1 04－2994－5527
(株)貫井産業 所沢市大字上安松909 04－2993－0110
(有)水工社 所沢市大字中富752-18 04－2942－3245
(有)北田住設工業 所沢市大字下富1244 04－2942－0020
(株)ワタナベ住宅設備 所沢市大字山口597-4 04－2928－4161
プレリット(株) 所沢市山口1798-11 042－968－8349
小林商会 飯能市大字唐竹358-15 042－977－2816
第一(株) 飯能市白子43-1 042－978－0190
(株)久林水道工業 飯能市大字川寺325-8 042－974－2536
(有)小島工業 飯能市大字川寺549-2 042－972－2635
宇野設備工業(株) 飯能市大字岩沢185-1 042－974－1172
(有)吉良設備工業 飯能市大字双柳465-7 042－973－0400
青木土木工業(株) 飯能市大字双柳5-8 042－978－7513
(株)小谷野水道設備 飯能市大字芦苅場186 042－974－0674
(有)小嶋設備 飯能市大字中山487 042－974－0095
(株)皆進 飯能市笠縫157-5 042－925－1919
(有)鶴田設備 日高市大字鹿山640-9 042－989－1283
(有)光泉設備 日高市大字馬引沢197-6 042－985－5492
大久保設備設計 日高市大字高萩2631-61 042－974－0674
(有)中島設備工業所 坂戸市花影町2-25 049－283－4665
(有)小倉水道 坂戸市大字善能寺360-1 049－281－0438
(株)たなか住設 坂戸市関間4-1-5 049－281－0009
(有)アイル設備工業 坂戸市大字塚越237-13 049－282－4294
(株)くはら設備 坂戸市大字塚越1203-1 049－280－8777
(有)浅賀設備 坂戸市大字萱方483-4 049－284－2683
(株)産永 坂戸市大字石井1736-7 049－298－3685
(株)共英 坂戸市大字片柳721-3 049－227－9360
(株)三幸 鶴ヶ島市大字高倉1098-4 049－287－2555
(株)ユーライフ 東松山市石橋1696-4 0493－81－5678
(有)東昌設備 東松山市大字正代1005 0493－35－3354
タケミ産業(株) 東松山市松山町2-7-53 0493－23－2334
(有)飯村設備工業 東松山市大字毛塚894-5 0493－35－0566
新井ポンプ工業(株) さいたま市岩槻区大字徳力86 048－794－2432
(有)高進設備工業 さいたま市桜区栄和2-10-9 048－855－4412
(株)和田設備 さいたま市見沼区大字上山口新田164-7 048－683－0833
積和建設埼玉栃木（株） さいたま市見沼区東大宮6-14-10 048－686－7331
大協和工業(株) さいたま市西区大字宝来1425-1 048－623－3711
(株)MSフィールド さいたま市西区指扇領別所366-7 048－621－3535
(株)宮下工業 さいたま市西区大字植田谷本854-3 048－625－5966
(有)長谷川設備工業 さいたま市西区大字西遊馬902-1 048－626－2385
(有)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
(株)アイダ設計 さいたま市大宮区桜木町2-286 048－726－8613
(株)宮設備 さいたま市北区盆栽町95-2-103 048－835－5015



(株)深谷設計設備 さいたま市北区別所町38-10 048－783－4090
(株)良松 さいたま市北区東大成町1丁目460番地 048－666－1200

(株)総合建築職人会
さいたま市緑区東浦和3-19-10　ｻﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ1
号館A

048－876－3335

(株)イデアル住設 さいたま市緑区東浦和4-27-5-105 048－778－8798
(株)荒川設備 川口市大字峯810-12 048－297－8999
(有)JWSマルタカ 川口市上青木1-21-21 048－250－6780
(株)ヤザキシンメイ 川口市本町2-2-15 048－222－2600
(株)サンアドバンス 上尾市大字平方領々家587-10 048－782－0411
(株)田代水道設備 上尾市今泉80-3 048－781－1068
(株)中央設備工業 上尾市今泉365-12 048－725－3232
(同)マツザキ 上尾市大字壱丁目南16-1　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｭｱ201号 048－717－1519
アサヒ住建(株) 北足立郡伊奈町西小針6-150-1 048－728－7576
弓木空調(株) 白岡市千駄野675-5 0480－92－6457
東洋アクア工業(株) 朝霞市大字上内間木722-9 048－423－9922
(株)関設備工業 新座市新堀2-8-34 042－491－1256
横田設備工業(株) 新座市片山1-15-31 048－479－9404
(株)総合設備オオタニ 新座市堀ノ内2-3-18 048－479－8805
(有)神田設備工業 新座市本多1-12-5 048－478－1744
(有)小原設備工業 新座市馬場1-9-29 048－487－8976
(株)磯野商事 新座市池田2-2-35 048－478－2282
(株)埼京住設工業 新座市馬場4-13-1 048－481－8516
(有)福留設備工業 新座市石神2-3-11 048－481－7476
(株)細田設備工業 本庄市児玉町塩谷587-1 0495－72－0909
(株)マルコ― 八潮市大字八條35番地 048－972－6282
(株)市原水道興業 八潮市八潮4-21-6 048－994－0255
(株)大木水道 桶川市大字川田谷3552-2 048－787－0611
(株)新井管工事 桶川市大字川田谷6654-1 048－787－8181
(有)玉坂設備 桶川市大字上日出谷344-11 048－787－6550
(有)寿管工 桶川市南2-2-11 048－782－6638
(株)岩崎設備 ふじみ野市大井1032-16 049－267－7775
(株)吉元工務店 ふじみ野市ふじみ野1-5-2 049－264－0855
ライフアップ住設(株) ふじみ野市西鶴ケ岡2-1-2 049－262－4454
(有)ムサシ管工 ふじみ野市新駒林3-4-11 049－262－1240
(株)功和設備 ふじみ野市緑ケ丘1-6-82 049－264－2118
(有)磐梯設備工業所 ふじみ野市緑ケ丘1-6-13 049－263－4614
真建設(株) ふじみ野市西原1-1-5 049－293－5280
(株)アクトプランニング 富士見市鶴瀬東1-10-34 049－251－1001
(有)平成開発工業 富士見市大字水子1896-1 049－255－0355
(株)ワイテック 富士見市大字水子1350-7 049－251－2853
アクアイースト(株) 志木市上宗岡2-20-31 048－475－1511
(株)タニムラ設備 志木市中宗岡3-9-3　光ビル1階 048－487－2563
(有)江原設備 入間郡三芳町上富1545-60 049－258－1966
(株)インフィールド 入間郡三芳町大字上富1678-1 049－259－7172
(有)善光設備 入間郡三芳町大字北永井884-15 049－258－9101
(株)オチアイ 入間郡三芳町大字藤久保1122-4 049－258－6772
(株)マルナカ設備工業 入間郡三芳町大字藤久保3943-3 049－258－2343
(有)吉倉設備工業 入間郡毛呂山町大字下川原882-13 049－294－3287
(有)関根設備工業 入間郡毛呂山町大字下川原1006-9 049－294－2757
(株)いいじま 比企郡川島町大字上伊草1364 049－297－0457
マツオ興業(株) 比企郡川島町上伊草821-1 049－297－0792
(株)斉藤設備 比企郡川島町大字出丸下郷406 049－297－3788
(有)平設備 比企郡滑川町大字伊古158-1 0493－57－1157
K設備 比企郡吉見町大字長谷722-20 0493－54－6362
(有)村山衛生設備 東京都武蔵村山市岸3-3-4 042－560－1840
吉川施設工業(株) 東京都東大和市芋窪5-1238-4 042－564－5553
(株)村山設備工業 東京都東大和市高木3-264-3 042－563－3053
(株)開成 東京都羽村市栄町2-22-2 042－555－3251
(有)イトー設備工業 東京都清瀬市下宿2‐509‐7 04－2494－1613



エーアイ設備サービス 東京都清瀬市中里5-101-8 042－495－0394
(株)東和商会 東京都東久留米市前沢5-34-17 042－467－6767
丸益建設(株) 東京都西東京市富士町4-18-15 042－469－1188
(株)家田土木 東京都清瀬市下宿2-667 090－6127－6493
(株)幕田興業 東京都清瀬市下清戸3-397-2　ｼｭﾍﾟﾘｰﾙ302 042－497－1225
八洲環境保全(有) 東京都青梅市今井1-122 0428－31－4191
(株)ICHIKAN 東京都青梅市新町7-11-17 0428－78－0035
(有)野口水道 東京都あきる野市瀬戸岡299-6 042－550－4266
(有)中原設備 東京都八王子市西寺方町462-24 0426－51－1240
(株)協同設備工業 東京都立川市錦町3-6-16 042－540－2950
(株)栄工設備商会 東京都国立市谷保5786-2 042－511－3722
(有)武田設備工業 東京都東村山市野口町3-28-17 04－2394－0238
サニー工業 東京都東村山市秋津町5-1-2メゾンイトー102 042－391－4208
(株)リグランド 東京都東村山市多摩湖町4-31-23 042－306－2176
(株)皐月 東京都府中市小柳町5-12-28 042－363－2258
(株)大輝建設 東京都武蔵村山市三ツ藤一丁目112-3 042－520－6837
(株)オアシスソリューション 東京都豊島区池袋二丁目23番21号 03－5957－7581
光伸テック(株) 東京都新宿区西新宿4-6-7 03－5388－0621
京浜管鉄工業(株) 東京都豊島区目白2-1-1 03－3358－4873
(株)ホゼン 東京都豊島区南池袋2-34-5 03－3590－5200
吉岡エンジニアリング(有) 東京都世田谷区千歳台3-9-16 03－3484－0959

(株)グッジョブ
東京都渋谷区本町2-34-9　グランドステータ
スサクラ1F

03－6300－0074

(株)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

(株)イーライフグループ
東京都渋谷区南平台町15-15　南平台今井ビ
ル9階

03－6455－3990

(株)交換できるくん
東京都渋谷区東一丁目26-20　東京建物東渋
谷ビル12F

03－6427－5381

カンパネ(株) 東京都墨田区石原1-26-1 03－5610－7755
(株)東京ピーシー 東京都北区浮間2-9-18 03－3960－5959
(株)ザイマックス 東京都港区赤坂1-1-1 03－6859－0400
(株)キンライサー 東京都港区虎ノ門1-3-1 03－5157－2400
京濱燃料(株) 東京都港区芝大門2-13-7 049－279－3371

(株)国昇
東京都港区海岸1-2-3　汐留芝離宮ビルディ
ング21階

070－800－6736

ホームライフパートナーズ(株)
東京都中央区日本橋茅場町2-5-6　日本橋大
江戸ビル4階

03－6868－6349

(株)アステム 東京都中央区日本橋堀留町1丁目2番10号 03－3639－3330
日本総合住生活(株) 東京都千代田区神田錦町1-9 03－3294－3381
(株)ライフエナジー 東京都千代田区平河町1-6-15　USビル8階 0120－033－003
(株)山崎工務店 東京都北区豊島三丁目24番9号 03－3911－4111
(有)小糸設備 東京都町田市下小山田町3267-12 042－798－6254
(株)生活水道センター 東京都大田区池上8-5-2 03－6746－1825
丸ノ内工業（株） 東京都練馬区大泉町2-26-1 03－5933－3001
（株）ブルーライン 東京都品川区西五反田1-21-10 03－6417－9273

エバーリンクス(株)
神奈川県横浜市中区弥生町二丁目17番地ス
トークタワー大通り公園1-202号

045－253－8731

(有)アクティブ 神奈川県横浜市都筑区荏田東1-19-2 045－949－1255

(株)リビングプラス
神奈川県横浜市都筑区仲町台1-34-3　サ
ニーウィステリア202

045－511－8777

(株)クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 045－473－8181
(株)和弘 千葉県千葉市稲毛区宮野木町2149-3 043－286－0781
(株)日本水道センター 千葉県船橋市夏見1-6-1 047－421－1621

(株)アズクリエイティブ
愛知県名古屋市千種区内山3-31-20 今池Ｎ
Ｍビル４階

052－202－5263

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



(株)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

06－6631－7449

大阪ガスリノテック(株) 大阪府大阪市中央区備後町三丁目3番15号 06－6556－0801
(株)シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町2-4-3アイエスビル 06－6944－7797
(株)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
(株)クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町6-10 06－6821－6133

(株)アクアライン
広島県広島市中区上八丁堀8-8第一ウエノヤ
ビル6F

082－502－6644


