【埼玉県外】 越谷・松伏水道企業団 指定給水装置工事事業者
指定
番号

指定年月日

94

平成11年6月1日

近代住機㈱

120

平成12年4月11日

㈱大三

146

平成14年3月5日

㈱ユーワテック

194

平成16年9月27日

日本総合住生活㈱

196

平成17年2月17日

㈱ユタカ工業

220

平成18年7月21日

222

事

業

者

名

所

在

地

電話番号

千葉県松戸市馬橋２８５１

047-348-9100

東京都足立区一ツ家２－１４－１

03-5831-1670

東京都足立区一ツ家３－２－１６ ユーワテック本社ビル１階

03-5809-6101

東京都千代田区神田錦町１－９

03-3294-3381

東京都北区浮間５－１５－２２

03-3967-8906

㈱東栄サービス

東京都豊島区池袋２－２４－２ﾒｿﾞﾝ旭３０２

03-5951-3464

平成18年9月6日

京浜管鉄工業㈱

東京都豊島区目白２－１－１

03-6871-9961

223

平成18年9月15日

㈱大信設備

千葉県柏市豊四季９４５－２９４

04-7141-3988

233

平成19年6月29日

㈱金門製作所東京支店

東京都文京区向丘2-3-6

03-3830-3723

237

平成19年12月11日

㈲山丸設備工業

東京都世田谷区宮坂３－４４－６

03-3428-3330

239

平成20年2月29日

㈱イシダ

茨城県龍ヶ崎市城ノ内３－７－８

0297-64-7839

241

平成20年5月15日

末柄工業㈱

東京都足立区綾瀬６－２７－６

03-3606-4141

251

平成21年1月20日

愛知時計電機㈱ 東京支店

東京都新宿区西新宿６－８－１

03-3209-3700

252

平成21年3月2日

㈲藤城事務所

東京都小平市小川町１－８０１－１２８

042-348-8481

255

平成21年8月6日

豊工業㈲

千葉県野田市花井１９－１

04-7124-5294

264

平成22年1月27日

㈱大起工管

東京都葛飾区水元１－１３－３

03-3600-1414

265

平成22年6月25日

㈱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

06-7739-2525

266

平成22年7月29日

富士産業㈱

東京都葛飾区金町５－２６－１０

03-3607-4306

279

平成23年6月13日

ウォーターワークス㈱

千葉県船橋市古和釜町４９７－６

047-456-7891

285

平成23年10月12日

㈱アステム

東京都中央区日本橋堀留町１－２－１０

03-3639-3330

287

平成23年11月16日

三建設備工業㈱

東京都中央区日本橋蛎殻町１－３５－８

03-3667-3431

289

平成23年12月2日

㈱東和商会

東京都東久留米市前沢５－３４－１７

042-467-6767

290

平成23年12月27日

㈱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ﾋﾞﾙ3階

03-5465-0703

299

平成24年10月23日

㈱野田水道センター

千葉県野田市山崎１６３９

04-7124-7080

303

平成24年11月28日

ホームライフパートナーズ㈱

東京都中央区日本橋茅場町２－５－６日本橋大江戸ﾋﾞﾙ４階

03-6630-3840

304

平成24年11月30日

ロイヤルホームセンター㈱

千葉県習志野市東習志野６－７－１５

047-470-0633

309

平成25年3月14日

㈱皐月

東京都府中市小柳町５－１２－２８

042-363-2258

312

平成25年5月7日

㈱ライフィット

千葉県我孫子市布佐３３９８

0471-89-2921

316

平成25年6月17日

カンパネ㈱

東京都墨田区石原１－２６－１

03-5610-7755

317

平成25年6月18日

㈲Terasmart＆Solutions

千葉県船橋市馬込西２－１１－１

047-438-0002

318

平成25年7月9日

㈱畑中工業

神奈川県横浜市西区伊勢町１－７０

045-241-1591

323

平成25年10月24日

㈱シンエイ

大阪府大阪市中央区谷町２－４－３ｱｲｴｽﾋﾞﾙ９Ｆ

06-6944-7797

325

平成26年2月21日

㈱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

333

平成26年11月18日

㈲木村設備工業

千葉県流山市東初石３－１０３－１７３

04-7128-9967

336

平成27年4月30日

㈱東和エンジニアリング

東京都葛飾区西亀有４－１３－６

03-5856-2802

341

平成27年7月10日

加藤 隆

千葉県松戸市六高台５－５３－５０２

047-383-1141

347

平成27年11月18日

㈱アクアサービス

大阪府豊中市庄内栄町４－５－７

0120-612-115

349

平成27年12月10日

㈱オアシスソリューション

東京都豊島区池袋２－２３－２１

03-5960-7210

358

平成28年10月4日

㈱アクアライン

広島県広島市中区上八丁堀８－８ 第一ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ６Ｆ

082-502-6644

359

平成28年10月4日

㈱ネクストイノベーション

神奈川県厚木市恩名一丁目20番27号 プチヒルズ2F

0120-441-599

362

平成28年10月25日

㈲クリア住設

東京都足立区入谷５－１０－５

03-3857-2190

363

平成28年11月24日

エバーリンクス㈱

神奈川県横浜市中区弥生町２－１７

045-253-8731

364

平成28年12月14日

㈱東京ピーシー

東京都北区浮間２－９－１８

03-3960-5959

369

平成29年5月2日

㈱日本水道センター

千葉県船橋市夏見１－６－１

047-421-1621

374

平成29年7月10日

㈱石井設備

東京都練馬区高野台２－９－８

03-3904-3101

383

平成30年3月29日

㈱ホゼン

東京都豊島区南池袋２－３４－５

03-3590-5188

386

平成30年5月14日

㈱テクノ工業

東京都足立区入谷５－１０－５

03-3857-1321

388

平成30年9月11日

㈱ハウスラボ

大阪府大阪市浪速区大国２－１－６

06-6648-9898

389

平成30年7月24日

㈱生活水道センター

東京都大田区池上８－５－２

03-6746-1818

390

平成30年7月19日

㈱ノーリツ 営業本部 営業推進部

東京都新宿区西新宿２－６－１ 新宿住友ﾋﾞﾙ８階

03-5908-3825
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392

平成30年8月31日

㈱コージ建設

394

平成30年9月12日

㈱交換できるくん

396

平成30年12月19日

ipex㈱

399

平成31年3月20日

㈱総和プラント

405

令和1年6月19日

㈱ザイマックスアルファ

406

令和1年6月26日

㈱トランスリー

408

令和1年9月5日

㈱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

413

令和2年1月24日

㈱アズクリエイティブ

愛知県名古屋市中区錦２－５－１２ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｽｸｴｱ名古屋錦ﾋﾞﾙ３階 052-202-5263

415

令和2年3月4日

㈱XEST

大阪府吹田市岸部南１－６－５－３１１号

06-6317-8100

426

令和2年6月23日

㈱タカギ

福岡県北九州市小倉南区石田南２－４－１

093-962-0941

428

令和2年6月23日

㈱クリーンライフ

大阪府吹田市江の木町５－２４－７０１ フェスタ江坂

06-6821-6133

429

令和2年7月14日

㈱KOYU設備

千葉県柏市根戸４７１－７９

04-7193-8333

432

令和2年9月25日

㈱水道救急車

東京都杉並区浜田山４－１０－５

03-5305-6600

434

令和2年10月14日

㈱オプシンク

東京都渋谷区神泉町１１－９ﾜｲﾝｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ神泉202

03-6455-0766

437

令和2年11月24日

㈱WATER WORKS WAT

東京都西東京市ひばりが丘北４－６－２０

042-424-0234

438

令和3年2月5日

㈱グローアス

東京都中央区湊１－１２－１１ 八重洲第七長岡ﾋﾞﾙ5階

03-6222-5650

439

令和3年2月15日

㈱ライクス 足立営業所

東京都足立区保塚町３－１０

03-3883-1850

440

令和3年2月19日

㈱イーライフグループ

東京都渋谷区南平台町１５－１５ 南平台今井ﾋﾞﾙ9階

03-6455-3990

442

令和3年3月16日

㈱ライフエナジー

東京都千代田区平河町１－６－１５ USﾋﾞﾙ8階

0120-033-003

445

令和3年6月1日

㈱かなめ商事

東京都中野区東中野４-２７-３８

03-3364-4749

456

令和3年11月17日

㈱キンライサー

東京都港区虎ノ門１－３－１

03-5157-2400

468

令和4年6月14日

㈱エムエイ

東京都足立区扇２－１５－１扇橋会館4階

03-5837-4798

471

令和4年9月15日

㈱ワースハンド

神奈川県海老名市東柏ケ谷１－１４－２９ 橘ビル２０２

046-292-7155
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東京都足立区佐野１－２１－１

03-3629-6910

東京都渋谷区東１－２６－２０ 東京建物東渋谷ﾋﾞﾙ１２Ｆ

03-6427-3175

東京都練馬区土支田４－９－１

03-6904-4301

東京都文京区小日向４－５－１６ ﾂｲﾝﾋﾙｽﾞ茗荷谷３階

03-3942-2281

東京都中央区築地１－１３－１０

03-6859-0400

東京都文京区関口１－４８－８ ＴＳﾋﾞﾙ３階

03-5579-2200

