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58 平成10年5月25日 ㈱中村水道工業所 さいたま市西区中野林３５１ 048-624-4506

59 平成10年5月25日 ㈱享和 白岡市下野田８０９ 0480-92-2345

62 平成10年5月25日 正和工業㈱ 春日部市豊野町２－３２－１９ 048-736-6111

73 平成10年9月30日 ㈱良松 さいたま市北区東大成町１－４６０ 048-666-1200

74 平成10年9月30日 北辰住設㈱ 春日部市永沼１２６２－３ 048-812-5510

76 平成10年11月30日 ㈱篠田設備 三郷市仁蔵４４８－１ 048-954-8625

79 平成10年11月30日 ㈱岩崎設備 南埼玉郡宮代町百間３－９－２４ 0480-35-0088

81 平成11年2月1日 ㈱磯部工業 三郷市東町４６ 048-955-4905

86 平成11年6月1日 ㈱渡辺設備 春日部市栄町１－２２０－８ 048-754-3795

87 平成11年6月1日 大栄設備㈱ 春日部市永沼１９４６ 048-746-5541

90 平成11年6月1日 ㈱今泉水道 草加市谷塚上町４８３－３ 048-927-1010

91 平成11年6月1日 ㈲益岡設備工業 さいたま市岩槻区黒谷４４３－３ 048-798-3599

92 平成11年6月1日 平野水道工業所 春日部市大枝３４２ 048-735-8524

93 平成11年6月1日 ㈲伊刈水道工業所 川口市芝４５３７－５ 048-267-7916

95 平成11年6月1日 ㈲上澤設備 春日部市緑町１－１５－１９ 048-735-5915

101 平成11年10月10日 吉備工業㈱ 久喜市栗橋東４－７－２２ 0480-52-0777

102 平成11年10月10日 新井ポンプ工業㈱ さいたま市岩槻区徳力８６ 048-794-2432

103 平成11年10月1日 ㈱三勝建設 春日部市内牧１８９４ 048-761-0478

104 平成11年10月10日 ㈲田口工業所 さいたま市岩槻区末田１２２９ 048-798-2761

106 平成11年10月10日 ㈱エビハラ 吉川市土場３０４ 048-982-3080

107 平成11年10月10日 ㈱セントラル設備 草加市青柳８－２９－２ 048-936-1000

109 平成11年12月6日 イハシプロパン㈱ 春日部市浜川戸１－９－１９ 048-763-0111

110 平成11年12月6日 ㈱西山建設 吉川市皿沼２－５１ 048-982-1472

111 平成11年12月6日 ㈱大クマ工業 さいたま市中央区鈴谷９－１３－８ 048-852-6862

112 平成11年12月6日 アサヒ住建㈱ 上尾市平塚２５５８－４ 048-773-8513

116 平成12年2月16日 ㈱源設備 川口市新堀３５７－７ 048-283-6544

118 平成12年4月11日 ㈱加藤商事 さいたま市西区内野本郷２９７－４ 048-624-5335

119 平成12年4月11日 ㈲タクマ 草加市花栗４－１０－１１ 048-944-5345

121 平成12年4月11日 ㈲保永建設 草加市長栄町９２９ 048-942-5094

122 平成12年6月8日 ㈱こばやし設備工業所 さいたま市見沼区東宮下２０１３－１ 048-685-1344

124 平成12年8月8日 ㈱旭クリエイト 幸手市千塚１３３７ 0480-42-0759

126 平成12年8月8日 笛木水道㈱ 川口市青木３－２７－１３ 048-251-5732

127 平成12年9月20日 ㈱伊藤住設 川越市上寺山４５８－１０ 049-226-5071

128 平成12年9月20日 ㈱泉山設備 北本市石戸５－２６８ 048-592-7510

130 平成12年10月25日 ㈱花輪工業 幸手市緑台２－３－２０ 0480-43-3572

132 平成12年12月15日 ㈱熊谷設備工業 北葛飾郡杉戸町宮前１３７－５６ 0480-38-0043

133 平成13年1月15日 ㈲滝本商店 春日部市米島１１８５－５５ 048-746-1025

134 平成13年1月15日 高橋設備工業㈱ 春日部市立野６１０ 048-748-1412

135 平成13年2月15日 ㈲福田設備工業 三郷市彦成２－１４８－３ 048-959-5354

137 平成13年6月15日 ㈱三成建設 草加市清門１－３６３ 048-942-5053

138 平成12年8月1日 ㈱中村工業所 久喜市小右衛門１３４９ 0480-52-0450

139 平成13年9月28日 ㈱池上管工 さいたま市西区土屋４９１－１ 048-624-2044

140 平成13年12月5日 ハギワラ㈱ さいたま市見沼区深作３－２４－３ 048-749-8211

142 平成14年1月10日 ㈲サトウ住設 春日部市水角８４８ 048-718-3600

143 平成14年1月25日 ㈱木村設備 南埼玉郡宮代町本田４－１０－３２ 0480-32-7788

144 平成14年2月1日 ㈱茂田工業所 北葛飾郡杉戸町内田２－８－１６ 0480-32-1766

145 平成14年3月5日 郷設備 蓮田市根金１７８５ 048-766-6646

146 平成14年3月5日 ㈱ユーワテック 草加市瀬崎６－１８－１８ 048-925-5613

149 平成14年3月29日 ㈱オガワ総業 春日部市中央２－１４－６ 048-761-3921

　【越谷市・松伏町を除く埼玉県内】　越谷・松伏水道企業団　指定給水装置工事事業者
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150 平成14年5月20日 ㈲コンストラクションヤマザキ 吉川市上笹塚３－２３３ 048-982-0821

151 平成14年6月5日 ㈱宮下工業 さいたま市西区植田谷本８５４－３ 048-625-5966

152 平成14年6月10日 正和設備工業㈱ さいたま市南区大谷口７８３ 048-885-2800

154 平成14年6月10日 木村設備 草加市谷塚２－１７－１２ 048-925-4791

155 平成14年7月1日 ㈱小林設備 草加市青柳３－３４－５ 048-932-2760

156 平成14年9月20日 ㈲村田設備 春日部市緑町６－１０－２６ 048-737-5843

157 平成14年10月1日 ㈲大樹 川口市峯９３５ 048-298-5557

158 平成14年10月1日 ㈱豊田 吉川市三輪野江１３７５ 048-982-3031

160 平成14年11月15日 ナガヤス工業㈱ 草加市青柳８－５７－４３ 048-933-3711

161 平成14年11月25日 ㈱大翔建設 草加市清門３－４３－１３ 048-942-4109

162 平成14年12月25日 ㈲平成興業 さいたま市南区文蔵２－３－４ 048-837-0033

163 平成15年1月10日 積和建設埼玉栃木㈱ さいたま市見沼区東大宮６－１４－１０ 048-686-1191

164 平成15年2月20日 ㈱正木設備 草加市栄町３－９－３０ 048-931-3933

166 平成15年3月20日 ㈱新光工業 川口市北原台３－１６－９ 048-229-6823

167 平成15年4月10日 日興設備工業㈱ さいたま市北区宮原町２－６９ 048-664-5321

169 平成15年5月15日 東設工業㈱ 草加市手代３－１９－３９ 048-928-0225

170 平成15年6月25日 ㈱市原水道興業埼玉支店 八潮市八潮４－１８－９ 048-994-0255

171 平成15年7月10日 ㈲総合メンテナンス さいたま市北区吉野町１－３７３－３ 048-653-2657

175 平成15年11月5日 ㈲北立設備工業所 吉川市高富２－１１－１３ 048-982-7881

176 平成15年11月21日 ㈱アイダ設計 さいたま市大宮区桜木町２－２８６ 048-726-8613

177 平成15年11月28日 ㈲ジャパン管工 北葛飾郡杉戸町佐左ェ門７８８－３ 0480-36-5521

178 平成16年2月5日 ㈱カタノ 川口市元郷５－９－１３ 048-222-5260

180 平成16年3月24日 ㈱千葉工業 春日部市備後西３－５－４０ 048-735-6660

182 平成16年4月8日 ㈲敏総合設備工事 久喜市吉羽５－１６－４ 0480-21-3085

183 平成16年4月27日 ㈱山田設備工業 白岡市西８－１５－１ 0480-92-2251

184 平成16年5月7日 ㈲神田設備工業 新座市本多１－１２－５ 048-478-1744

185 平成16年5月11日 五十嵐設備 春日部市小渕１１５５－６ 048-761-4180

187 平成16年5月24日 ㈲矢口設備 吉川市加藤８２１－１ 048-983-3029

188 平成16年6月8日 ㈱井戸梅 草加市住吉２－４－３ 048-922-3413

189 平成16年7月16日 ㈱リビング 三郷市彦成２－２０５ 048-960-0141

191 平成16年8月11日 ㈱宮設備 さいたま市北区盆栽町９５－２－１０３ 048-835-5015

193 平成16年8月30日 ㈲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

195 平成16年10月7日 ㈲染谷工業 三郷市花和田２２４－２ 048-952-4377

198 平成17年3月28日 ㈱シビルエンジニアリングガーデン さいたま市岩槻区末田１５００－１ 048-791-2731

199 平成17年5月2日 ㈱白石建設 草加市清門町２７２ 048-941-3228

200 平成17年7月6日 ㈲あすま商事 春日部市豊野町３－５－３ 048-738-1511

201 平成17年8月5日 ㈲ＪＷＳマルタカ 川口市上青木１－２１－１２ 048-250-6780

202 平成17年8月23日 ㈱埼玉建材 さいたま市浦和区大東２－８－１１ 048-883-3639

204 平成17年9月26日 ㈲アイ水道 草加市小山１－２３－１７ 048-951-2343

206 平成17年10月5日 ㈱イイノ さいたま市緑区三室９０３－２ 048-874-6801

208 平成17年11月7日 ㈱いいじま 比企郡川島町上伊草１３６４ 049-297-0457

210 平成18年1月6日 ㈱島村建設 桶川市下日出谷２５５－３ 048-786-8571

212 平成18年3月16日 ㈱光和設備工業 さいたま市桜区西堀４－９－１７ 048-839-9611

215 平成18年5月8日 埼玉水道センター 川口市安行原２５２７－２ 048-290-7866

217 平成18年6月14日 ㈲平設備 比企郡滑川町伊古１５８－１ 0493-57-1157

218 平成18年6月23日 三室建設㈱ さいたま市西区三橋５－６４５－１ 048-624-5388

224 平成19年1月31日 ㈱和田設備 さいたま市見沼区上山口新田１６４－７ 048-683-0833

225 平成19年2月26日 ㈲伊藤設備工業所 さいたま市緑区原山２－２１－１５ 048-885-5781

226 平成19年3月2日 東日本住研㈱ さいたま市南区別所５－１０－５ 048-865-6671
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227 平成19年4月5日 ㈲磯部設備 川口市柳崎２－２５－３１ 048-269-0352

228 平成19年4月6日 ㈲北沢設備工業 北足立郡伊奈町内宿台５－１０２ 048-728-2404

229 平成19年5月22日 ㈲テクノトライ 草加市西町６６０ 048-927-4594

230 平成19年5月31日 ㈱共栄設備 蓮田市江ヶ崎１７１１ 048-768-2012

231 平成19年6月15日 ㈱加藤日本店 吉川市加藤４４３ 048-982-1247

232 平成19年6月22日 ㈱太陽商工 さいたま市緑区上野田元染谷西台５７４－３ 048-878-1905

234 平成19年11月9日 エスシーエス㈱ 草加市青柳２－１９－１０ 048-936-1234

235 平成19年11月22日 横田設備工業㈱ 新座市片山１－１５－３１ 048-479-9404

236 平成19年11月22日 松和土木㈱ 春日部市粕壁東３－４－１０ 048-745-3252

238 平成20年2月21日 アテックス㈱ 北本市中央４－７４ 048-590-5707

242 平成20年6月6日 ㈱マルコー 八潮市八條３５ 048-972-6282

243 平成20年6月11日 ㈱ツカサ 三郷市早稲田１－２２－２１ 048-951-1972

244 平成20年6月13日 ㈱アクアテック 蕨市中央７－１２－７ 048-444-1044

245 平成20年6月19日 飯田設備工業 川口市安行北谷６４４－７ 048-298-3347

246 平成20年7月4日 ㈲遠藤設備工業所 春日部市中央２－１７－１３ 048-761-5730

248 平成20年8月5日 ㈱総合設備オオタニ 新座市堀ノ内２－３－１８ 048-479-8805

249 平成20年10月9日 ㈱埼仙 上尾市中分２－９４－１ 048-725-0480

250 平成20年10月20日 ㈲梅沢水道 川口市前川３－１７－９ 048-265-7739

253 平成21年3月31日 ㈲倉元興業 さいたま市岩槻区黒谷２１５８－３３ 048-798-5541

256 平成21年8月28日 ㈱ＭＳフィールド さいたま市西区指扇領別所３６６－７ 048-621-3535

258 平成21年10月2日 ㈱吉元工務店 ふじみ野市ふじみ野１－５－２ 049-264-0862

260 平成21年10月2日 協立設備㈱ 桶川市下日出谷３０２－６ 048-786-4566

261 平成21年10月9日 Ｋ設備 比企郡吉見町長谷７２２－２０ 0493-54-6385

262 平成21年12月4日 ㈱中央設備工業 上尾市今泉３６５－１２ 048-725-3232

263 平成21年12月11日 ㈱荒川設備 川口市峯８１０－１２ 048-297-8999

267 平成22年9月28日 ㈱春日部設備工業 春日部市西金野井３６９－１ 048-739-6635

269 平成22年10月14日 ㈲小原設備工業 新座市馬場１－９－２９ 048-487-8976

270 平成22年11月15日 ㈲小河原設備 南埼玉郡宮代町字姫宮３７５ 0480-33-0391

274 平成23年4月5日 ㈲優輝設備 南埼玉郡宮代町本田５－９－２０ 0480-33-5508

278 平成23年6月17日 ㈲本田工業 春日部市谷原新田1404 048-736-2929

280 平成23年7月12日 ㈱アクアマリンズ さいたま市岩槻区飯塚１３２３－７ 048-662-6000

281 平成23年7月27日 水道屋のカワノ 三郷市彦糸１－２１０－３ 048-950-7008

282 平成23年8月9日 ツカサ・エンジニアリング・サービス 深谷市東方町２－７－１３ 048-572-7138

286 平成23年10月31日 ㈱コスモ 新座市片山１－１５－４ 048-482-7122

288 平成23年11月24日 森設備 行田市長野５－１６－１ 048-556-2300

291 平成24年3月5日 ㈱深谷設計設備 さいたま市北区別所町２６－１５ 048-673-3194

293 平成24年7月12日 ㈲旭工舎 さいたま市岩槻区徳力３４６ 048-793-3055

294 平成24年7月18日 ㈱光進設備 上尾市弁財２－２－３７ 048-776-2711

295 平成24年8月17日 ㈲平成開発工業 富士見市水子２８５５－１ 049-255-0355

296 平成24年8月24日 東京ガスエネルギー㈱埼玉支社 さいたま市桜区中島２－６－１８ 048-853-5711

297 平成24年9月28日 ㈱武蔵設備 入間市新久６６９－５０ 0429-63-2922

298 平成24年10月11日 内田住設 八潮市八條２７４０－６ 048-947-8852

300 平成24年11月8日 庄和設備㈱ 春日部市金崎４７１ 048-747-1050

301 平成24年11月16日 ㈱ノハラ興業 さいたま市北区宮原町２－４－２ 048-664-6398

302 平成24年11月20日 ＤＩＲＥＸ㈱ 春日部市西金野井１７１２－５ 048-746-7768

305 平成25年1月9日 ㈱中村総業 さいたま市西区島根字前７６９－２ 048-852-9500

306 平成25年2月19日 ㈲湯山設備工業所 川越市中台元町１－５－１５ 049-242-5064

307 平成25年2月22日 ㈲髙商設備 八潮市木曽根１４６８－１０ 048-995-6836

308 平成25年3月15日 ㈱ベストワーク さいたま市岩槻区鹿室１１２３－３ 048-795-2000



指定
番号

指 定 年 月 日 事　　業　　者　　名 所　　在　　地 電 話 番 号

　【越谷市・松伏町を除く埼玉県内】　越谷・松伏水道企業団　指定給水装置工事事業者

310 平成25年4月2日 山田設備 さいたま市岩槻区末田２２４－１ 048-878-9965

311 平成25年4月16日 高吉設備 草加市八幡町１２６３－６ 048-934-9748

313 平成25年6月1日 ㈱小原建興 川口市八幡木２－８－１８ 048-284-2298

314 平成25年6月20日 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱CS社首都圏社川口サービスセンター 川口市戸塚２－２３－２０ 048-297-7820

319 平成25年8月9日 大協和工業㈱ さいたま市西区宝来１４２５－１ 048-623-3711

320 平成25年9月4日 ひまわり水道サービス 川口市柳﨑２－１１－１１ 048-423-0097

321 平成25年10月17日 ㈱新成設備工業 新座市本多１－１４－５７ 048-489-5358

324 平成25年11月18日 ㈲冨田住設 三郷市早稲田８－９－２－４０２ 048-958-7868

326 平成26年3月20日 タイヨー設備㈲ 春日部市武里中野４７２－１ 048-737-0841

329 平成26年8月8日 ㈱アイトップ 狭山市入間川２－２１－２４ 04-2952-2274

330 平成26年9月18日 ㈱サンケイ 北葛飾郡杉戸町杉戸２６１２－１ 0480-31-1545

331 平成26年9月25日 ㈱住宅サポート．Ｃ 桶川市下日出谷６－１ 048-729-7172

332 平成26年10月9日 ㈱ミナミ さいたま市岩槻区黒谷２１４６－５ 048-798-5877

334 平成26年12月18日 ㈱福田設備工業 加須市中種足１５２９ 0480-73-2848

335 平成26年12月22日 ㈱新井管工事 桶川市川田谷６６５４－１ 048-787-8181

337 平成27年6月17日 ㈲長谷川設備工業 さいたま市西区西遊馬９０２－１ 048-626-2385

339 平成27年8月25日 ㈲福商 南埼玉郡宮代町字中２１－２５ 048-033-4043

340 平成27年6月29日 三和設備工業㈱ さいたま市中央区下落合５－１６－２ 048-853-1651

342 平成27年7月27日 明央産業㈱ 志木市中宗岡３－２４－４０ 048-473-5321

344 平成27年9月2日 ㈱タニムラ設備 志木市中宗岡３－９－３ 光ﾋﾞﾙ１階 048-487-2563

346 平成27年11月24日 ㈱くはら設備 坂戸市塚越１２０３－１ 049-280-8777

350 平成27年12月22日 宇田庄園 川口市安行１０４ 048-296-2066

351 平成28年2月1日 ㈲玉坂設備 桶川市上日出谷３４４－１１ 048-787-6550

352 平成28年2月15日 ㈱小髙設備 川越市下広谷５１２－１ 049-239-3900

354 平成28年6月16日 ㈲水道屋 さいたま市南区大谷口３１３９－１ 048-876-4132

355 平成28年8月5日 ㈱ワンロード さいたま市大宮区吉敷町１－７３－３Ｆ 048-797-8925

356 平成28年8月16日 纏鷹建設㈱ 吉川市川藤９１２－２ 048-940-8136

357 平成28年9月22日 丸山設備 加須市新川通４２０－５ 0480-77-1051

360 平成28年9月30日 (株)早水設備 さいたま市南区文蔵１－２－５ 048-864-7563

361 平成28年9月27日 埼玉日化サービス㈱ さいたま市北区宮原町２－１１１－８ 048-666-1101

365 平成29年2月8日 ㈱金子設備 上尾市小泉九９－３－１４ 048-773-6057

366 平成29年2月13日 ㈱ワイズ・ウォーター さいたま市見沼区大谷１２８５－１ 048-878-8253

367 平成29年2月15日 ㈲アイル設備工業 坂戸市塚越２３７－１３ 049-282-4294

371 平成29年7月12日 ㈲日乃出工業 さいたま市南区大谷口７４２－１ 048-706-7720

373 平成29年7月10日 ㈱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

376 平成29年7月21日 ㈲石川工業 さいたま市北区吉野町２－２２３－２３ 048-668-8001

377 平成29年8月2日 ㈱中野組 春日部市谷原２－１２－９ 048-761-1811

378 平成29年9月30日 ㈱ムサシ埼栄 蕨市南町３－８－５ 048-441-1144

379 平成29年9月30日 ㈱クラシアン さいたま市北区吉野町２－２００－１ 0120-888-700

380 平成29年12月22日 ㈱空衛設備 南埼玉郡宮代町字東３３１－６ 0480-37-3317

381 平成30年2月1日 ㈱飯沼工務店 さいたま市北区宮原町４－６７－１ 048-663-3465

382 平成30年2月21日 N－トラスト設備 さいたま市南区文蔵４－２－２ ｺｰﾌﾟ野村南浦和102 048-699-7433

384 平成30年4月25日 ㈱スイドウセツビコム さいたま市岩槻区小溝８７６－２０１ 048-876-8110

385 平成30年5月8日 ㈲川﨑設備工業 鶴ヶ島市新町３－２１－１０２ 049-286-7041

395 平成30年10月24日 ＳＤセンター㈱ さいたま市見沼区南中丸２８９－９ ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾙﾐｴｰﾙⅠ 211号 048-685-9233

398 平成31年2月21日 合同会社マツザキ 上尾市壱丁目南１６番地１ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｭｱ201号 048-717-1519

400 平成31年3月26日 ㈲里工業 川口市安行原９３０－７６ 048-242-3751

401 平成31年4月15日 ㈱三和実業 川口市芝５３７３－２５ 048-266-3201

404 令和1年6月5日 ㈱エコモ 戸田市喜沢１－２４－３７ 048-229-2551
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407 令和1年8月30日 晴耕設備 東松山市大谷４８６４－４ 0493-39-5979

409 令和1年9月17日 ㈱アクティー水道センター 川口市峯１２００－６ 048-295-4654

410 令和1年10月10日 利根川設備 春日部市小渕３０－７ 048-752-4092

412 令和1年11月21日 さいたま設備工業 春日部市下柳１２８５－１ 048-812-4646

414 令和2年2月25日 ㈱岡野水道設備 久喜市太田袋６２８ 0480-23-2181

416 令和2年3月12日 ㈱ブルーホース 北足立郡伊奈町栄１－８３ 048-884-8518

417 令和2年3月18日 ㈱末木工業 さいたま市西区三条町１２９ 048-612-2072

418 令和2年4月8日 ㈲ベンリー社 春日部市緑町６－５－３６－２０９号 048-971-5151

419 令和2年4月10日 ㈱第一住設 さいたま市見沼区東門前４４７－２ 048-681-1231

420 令和2年4月13日 ㈱彩水設備 川越市鯨井新田４５－２　グランヴィル4F 049-298-6130

421 令和2年4月15日 太平ビルサービス㈱ さいたま市大宮区土手町１－４９－８ 048-644-2135

422 令和2年4月22日 ㈱TOMOウォーターサービス さいたま市緑区宮本２－１３－１５ 048-873-7311

424 令和2年6月9日 MRK㈱ さいたま市岩槻区釣上新田１３１２－１ 048-878-8190

425 令和2年6月10日 ㈲環境管理システム 北葛飾郡杉戸町高野台西２－８－６ 0480-53-6662

427 令和2年6月16日 ㈱三輝 川口市道合１３６ 048-281-1091

430 令和2年8月3日 ㈲寿管工 桶川市南２－２－１１ 048-782-6638

431 令和2年7月30日 守合設備 白岡市千駄野８６２－４ ―

433 令和2年9月30日 トーアプラン㈱ 春日部市米島３４９－３ 048-878-8902

435 令和2年10月27日 ㈱イデアル住設 さいたま市緑区東浦和４－27－５－１０５ 048-778-8798

436 令和2年11月26日 粂原建設総業 さいたま市岩槻区横根１３３９ 048-798-1665

441 令和3年2月24日 エスピーアール さいたま市南区大字円正寺５０６－１０　ウエストフィールドA 0120-697-095

443 令和3年4月27日 ㈱エーエステクニカル 川口市東本郷２－３－１７ 048-229-4964

447 令和3年7月5日 ㈱アルファ総合建設 草加市金明町７３４－３ 048-951-3801

450 令和3年9月24日 ㈱栄大土木 深谷市下手計１４７ 048-3218-0784


