
氏名又は名称 住　　　    　所 電話番号

㈱石川商会住宅機材 旭市二の1710番地 0479-62-1341

㈱ライフィット 我孫子市布佐3398番地 04-7189-2921

飯島設備工業㈱ 夷隅郡大多喜町船子893番地の3 0470-82-5500

森設備 夷隅郡大多喜町下大多喜1846番地5 0470-82-2162

㈱滝口設備 夷隅郡御宿町新町141番地1 0470-68-7027

㈲大高工業 いすみ市岬町和泉3482番地 0470-87-3566

山中設備工業所 いすみ市岬町和泉2806番地 0470-87-3034

㈲山口建材工業 いすみ市岬町榎沢716番地1 0470-87-7826

㈲双葉建設 いすみ市岬町江場土1567番地1 0470-87-8011

イオチ住宅水道 いすみ市岬町椎木1824番地１ 0470-67-4335

㈱石田設備 いすみ市岬町椎木280番地 0470-87-5151

㈲キミヅカ いすみ市岬町椎木256番地1 0470-87-2761

㈲塩島住宅設備 いすみ市岬町長者212番地1 0470-87-2686

共栄設備 いすみ市岬町中滝1796番地2 0470-87-5790

㈲江澤設備工業所 いすみ市岬町三門1924番地1 0470-87-6645

㈱伊大知総業 いすみ市深谷1853番地 0470-86-3031

総合設備㈱ いすみ市大原7640番地 0470-62-3056

大一設備 いすみ市若山918番地12 0470-64-0020

㈲土屋管工事 いすみ市深堀902番地2 0470-62-0258

㈱東昭建設 いすみ市日在2133番地の2 0470-63-0681

松本設備工業㈲ いすみ市国府台1503の1番地 0470-86-2202

㈱北本組 市川市曽谷四丁目7番1号 047-712-0012

㈲飯塚設備 市原市大厩1172番地22 0436-74-1646

㈱市原水道センター 市原市平田1046番地5 0436-21-7041

㈲今井水道 市原市五所1371番地 0436-41-1386

荏原住宅設備㈱市原営業所 市原市松ヶ島1-16-19　2F 0436-63-4361

㈲大網管工 市原市高田652番地2 0436-52-2107

岡崎設備工業㈱ 市原市君塚一丁目8番地6 0436-22-6211

㈱オカモト 市原市五井中央南一丁目11番地8 0436-22-1188

オリエント工業㈱ 市原市姉崎1709番地1 0436-62-4566

㈲草刈設備 市原市草刈401番地の2 0436-75-1115

㈲共成建設 市原市八幡671-1 0436-63-7763

㈲シバタ工業 市原市ちはら台南4丁目2番地14 0436-52-8552

住宅サービス 市原市玉前155番地5 0436-23-3563

㈱シンビ 市原市西広六丁目4-49 0436-26-4612

その他県内



氏名又は名称 住　　　    　所 電話番号

㈱竹昇 市原市瀬又1001番地46 0436-52-1488

㈲藤住設 市原市能満1442番地10 0436-43-1527

㈱帝設備 市原市山田橋二丁目3番地18 0436-43-1252

㈱山路 市原市大厩965番地1 0436-75-2242

ラクーネル㈱ 市原市千種五丁目12番地1 0436-63-7804

㈱朝日工業 大網白里市みずほ台1-28-26 0475-72-4399

㈱岡本設備 大網白里市大網682番地の2 0475-72-3210

角源マルヰガス㈱ 大網白里市大網378番地 0475-72-0070

㈱加藤工業所 大網白里市大網795番地8 0475-72-1321

コウノ設備 大網白里市細草597番地4 0475-77-3188

㈲斉藤管工 大網白里市南今泉4590番地 0475-77-2184

㈱サイトウ住設 大網白里市柿餅157番地8 0475-53-5726

㈲斎藤設備 大網白里市細草1972番地2 0475-77-2051

㈲佐山 大網白里市四天木乙2874番地 0475-77-2250

㈱伸栄建設 大網白里市金谷郷158番地1 0475-72-8899

㈱東都設備 大網白里市上谷新田71番地43 0475-78-3468

㈲プロジェクト・エム 大網白里市南今泉494番地 0475-70-6777

㈲水間建設工業 大網白里市南今泉3260番地 0475-70-5030

㈱安田設備工業 大網白里市富田1517番地1 0475-72-7002

㈱吉田工業 大網白里市大網450番地11 0475-72-2161

㈱エスブロック 柏市岩井296-1 04-7193-0800

㈱篠原設備 柏市逆井四丁目25番59号 04-7137-9241

小柴住宅設備 勝浦市法花549番地 0470-76-2576

㈲シンコーエンジニアリング 勝浦市松野13番地5 0470-70-7888

平山住設 香取郡多古町多古2000番地190 0479-75-4042

㈲信建設備工業 鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷2丁目6番16号 047-446-3911

こかい水道設備㈲ 木更津市岩根4丁目9番3号 0438-41-9190

桜井設備工業㈱ 木更津市祇園4丁目17番6号 0438-98-4064

㈱サエグサ 木更津市江川738番地 0438-38-3650

㈲設備保全センター 木更津市長須賀1107番地 0438-20-6051

㈲北斗設備工業 君津市杢師3丁目16番24号 0439-55-0274

㈲ユウマ住設工業 君津市人見二丁目7番10号 0439-55-0897

㈱ＡＬＩＯＮ 佐倉市王子台一丁目1番1号 043-308-3482

光陽㈱ 佐倉市ユーカリが丘四丁目1番地1 043-462-9764

㈱パイプライン 佐倉市中志津四丁目3番6号 043-463-5911

㈲豊永プランニング 佐倉市ユーカリが丘6丁目8番1号 043-488-3399

小髙水道 山武郡九十九里町片貝1049番地2 0475-76-9975



氏名又は名称 住　　　    　所 電話番号

伸栄工業 山武郡九十九里町粟生716番地2 0475-76-7055

シンナカ設備 山武郡九十九里町不動堂499番地 0475-76-3162

武田設備 山武郡九十九里町小関949番地2 0475-76-2898

東日設備㈱ 山武郡九十九里町不動堂601番地 0475-76-7147

㈲みその水道設備工業 山武郡九十九里町西野279番地2 0475-76-2796

㈱森井設備工業 山武郡九十九里町片貝3599番地 0475-76-1035

㈱畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸10110番地 0479-84-1221

㈲第一住宅設備 山武郡横芝光町二又1191番地 0479-85-0034

ダイシン工業㈱ 山武郡横芝光町宮川7436番地 0479-84-1726

㈱秋葉設備工業 山武市上横地3683番地 0475-82-6394

㈱アクアテクノ 山武市実門248番地13 0475-80-8050

謙システム㈱ 山武市板川317番地33 0475-89-0277

㈱髙橋水道工業 山武市富口2278番地 0475-82-2172

宇野設備㈱ 匝瑳市長谷495番地8 0479-72-5123

㈲佐久間管工 匝瑳市高610番地の5 0479-72-3536

㈱大久保 袖ケ浦市百目木945番地1 0438-62-5111

寿住宅設備機器㈱ 袖ケ浦市飯富2662番地 0438-62-1230

㈲五島設備 袖ケ浦市横田4067番地1 0438-75-8811

㈱田辺設備 袖ヶ浦市上宮田588番地 0438-75-5001

小金設備工業㈱ 館山市西長田370番地 0470-22-8082

㈱アート設備建設 千葉市稲毛区園生町393番地2 043-298-9111

㈲泉澤設備工業 千葉市稲毛区長沼町134番地の27 043-250-7823

㈱ウッディホーム 千葉市稲毛区長沼原町286番地の1 043-258-0971

株木建設工業㈱ 千葉市稲毛区山王町364番地1 043-488-4488

山王住設㈱ 千葉市稲毛区山王町422番地11 043-422-9673

㈱日設工業 千葉市稲毛区長沼町108番地の1 043-250-7751

㈱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

㈲明和設備 千葉市稲毛区天台五丁目28番2号 043-256-5656

㈲共栄設備 千葉市中央区大森町283番地 043-264-8546

㈱信和アセント 千葉市中央区都町二丁目2番24号 043-312-3230

㈱松樹工業 千葉市中央区星久喜町627番地61 043-265-5352

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

㈲内設備工業 千葉市花見川区こてはし台三丁目1番22号 043-258-6401

㈱保坂設備 千葉市花見川区畑町927-1 043-307-7747

京葉工管㈱ 千葉市美浜区新港139番地の2 043-241-8887

㈲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

㈱ピカいち　幕張支店
千葉市美浜区中瀬一丁目6番地
エム・ベイポイント幕張503-5号室

043-350-1061



氏名又は名称 住　　　    　所 電話番号

㈱鶴翼 千葉市緑区土気町1519番地9 043-205-0751

共瑩工業㈱ 千葉市緑区土気町1379番地34 043-294-7558

共同設備工事㈱ 千葉市緑区高津戸町309番地の8 043-294-6261

㈱クラシアン 千葉支社 千葉市緑区土気町1632番地2 0120-500-500

㈱ケイエスディ工業 千葉市緑区越智町737番地225 043-295-8551

㈱佐藤設備 千葉市緑区誉田町2丁目20番地 043-291-0263

東部設備㈲ 千葉市緑区古市場町474番地154 043-265-2580

㈱豊栄設備 千葉市緑区誉田町一丁目1015番地 043-291-0076

㈱アイリスインダストリー 千葉市若葉区桜木一丁目32番50号 043-214-3444

㈲宏輝住設 千葉市若葉区多部田町154番地9 043-226-6400

㈲スズユウ工務店 千葉市若葉区大宮町2841番地の1 043-233-6090

㈱水巧設備工業 千葉市若葉区貝塚町979番地 043-231-5020

積和建設東関東㈱ 千葉市若葉区都賀1丁目4番4号 043-233-6971

㈲ミカワ設備工業 千葉市若葉区小倉台6丁目26番14号 043-233-8672

㈱明環 千葉市若葉区源町579番地11 043-239-3031

㈲今井設備工業 東金市下武射田2316番地2 0475-58-8313

大塚設備 東金市上谷3466番地5 0475-54-3633

金坂設備 東金市堀之内527番地1 0475-58-9378

ジール 東金市一之袋175番地3 0475-55-5438

シトウ設備㈱ 東金市下武射田1940番地8 0475-58-8893

㈱関工業 東金市油井188番地28 0475-53-1744

㈱髙山工業 東金市南上宿18番地12-103号 0475-86-7776

ファイン住設 東金市求名389-75 090-7000-0015

㈲新河工業 富里市中沢716番地1 0476-93-9585

㈲習志野住設 習志野市実籾四丁目35番地6号 047-476-1535

エムイーワーク 船橋市本中山5丁目1番1号 047-335-1118

大絵興業 船橋市大穴北2丁目6番1棟121号 090-4062-8564

㈱ケイハイ 船橋市市場3丁目17番1号 047-460-0815

鈴木工業㈱ 船橋市八木が谷四丁目3番1号 047-404-3020

㈲大藤設備 船橋市習志野台五丁目28番8号 047-467-3332

㈲千広設備 船橋市三山4丁目25番8号 047-471-8563

豊田設備㈱ 船橋市二和東一丁目7番5号 047-449-7332

㈱日本水道センター 船橋市夏見一丁目6番1号 047-421-1281

㈲ヤマコ工業 船橋市宮本4丁目4番1号 047-460-4010

あっぷる工業
流山市向小金2丁目235番地の3
ブライトステージ南柏102

04-7115-6561

㈲アトウ設備 松戸市新作413番地 047-331-2628

常泉設備 八街市東吉田111番地54 043-443-5197



氏名又は名称 住　　　    　所 電話番号

㈱堀部設備工業 八街市富山1226番地 043-444-3115

株式会社ＳＡＮ－Ａ 八千代市島田台766番地18 047-419-9100

ＮＥＥＤ㈱ 八千代市八千代台西十丁目8番2号 047-489-5031

㈱ライフラインクリエイター 八千代市萱田町593番地33 047-751-3888

㈱イケダ 四街道市大日67番地の3 043-422-2820

㈱水楽 四街道市物井1802番地4 043-304-7897

㈲ケイ・テック 富津市二間塚941番地 0439-80-1441

㈲ナチュラルハウジング 富津市上1629番地 0439-80-5311


