
船橋市排水設備指定工事店一覧
市内外別・所在地50音順

下水切替などの排水設備工事は、必ず指定工事店を利用してください。

工事契約をするときは、なるべく複数から見積もりをとり、契約の内容・金額を十分にご確認ください。

最新の一覧は、船橋市のホームページに掲載しています。

一覧掲載ページはこちら

https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/gesui/006/p008601.html

　　　　　　　　　【よくある質問】

　　　　　　　　　Q　指定工事店はどのように選べばよいですか。／指定工事店を紹介してください。

　　　　　　　　　A　ご近隣や縁のある工事店を探す、下記の組合に相談する、などによりお選びください。

　　　　　　　　　　　恐れ入りますが、公正な競争を保つため、市役所は特定の工事店を紹介できません。

　　　　　　　　　Q　知り合いの工務店に工事を依頼できますか。

　　　　　　　　　A　指定工事店であれば、工事できます。指定があるかをご確認ください。

船橋市下水道総務課　

047-436-2646　

船橋市管工事業協同組合

市内指定工事店が加入している団体で、工事のご相談 ・ ご質問等を受け付けています。

詳しくは、お電話にてお問い合わせください。

電話：047-440-5180

受付時間 ： 月 ・ 水 ・ 金曜日 9:00～12:00

祝日 ・ 振替休日 ・ 年末年始を除く



所在地 名称 電話番号

船橋市排水設備指定工事店一覧

船橋市市場5-9-22 京葉都市開発株式会社 047-423-7711

船橋市印内1-10-26-B 有限会社光信技研 047-710-8910

船橋市大穴北3-28-10 株式会社東和商会　船橋営業所 047-404-7890

船橋市大穴北4-32-5 有限会社シンリョウ住設 047-457-9570

船橋市大穴北8-17-10 有限会社滝管 047-457-3966

船橋市海神1-22-8 株式会社マルシン水道 047-433-1747

船橋市海神町東1-969 有限会社日比谷管工 047-431-5645

船橋市金杉4-5-18 古橋工業株式会社 047-448-3624

船橋市金杉6-20-11 株式会社伊藤設備総業 080-4862-9268

船橋市金杉7-43-17 株式会社ライフライン村田 047-494-8362

船橋市金杉9-1-11 株式会社今仲工務店 047-438-3356

船橋市金杉9-16-8 サクラ設備 047-447-7419

船橋市金杉町141-2　健恒会向かい コネクトピープルズ株式会社 047-401-3512

船橋市金杉町893-1 不二公業株式会社 047-438-2511

船橋市上山町1-208 有限会社山内設備工業 047-338-7998

船橋市楠が山町241-3 有限会社ブンゴ水道 047-457-6505

船橋市高野台4-19-16 有限会社林京葉工業 047-447-9060

船橋市高野台4-20-29 有限会社大聖設備工業 047-490-5030

船橋市高野台4-5-25 SPプランニング株式会社 04-7193-8275

船橋市米ケ崎町729 有限会社ダイケン 047-423-0210

船橋市古和釜町497-6 ウォーターワークス株式会社 047-456-7891

船橋市古和釜町599-5 株式会社及建 047-496-7353

船橋市栄町1-3-8 東葉管工株式会社 047-434-5110

船橋市咲が丘4-32-3 有限会社ゆあさ土木 047-447-0595

船橋市潮見町16-7 公益社団法人船橋市清美公社 047-431-3796

船橋市新高根1-9-14 株式会社創研 047-465-7750

船橋市新高根1-9-9 有限会社東建設備 047-465-1517

船橋市新高根6-44-10フラットソガD号 岸設備興業株式会社 090-2443-3849



所在地 名称 電話番号

船橋市排水設備指定工事店一覧

船橋市駿河台1-29-16 田丸興業株式会社 047-425-0022

船橋市高瀬町31-2 船橋興産株式会社 047-437-8811

船橋市高瀬町31-9 株式会社三和工業 047-434-8857

船橋市高根台7-8-2 松本水道株式会社 047-467-1223

船橋市高根町2607 有限会社エーテック 047-400-7751

船橋市高根町2870-3 伸和建設株式会社 047-401-0667

船橋市高根町2881-2 株式会社国分 047-439-8877

船橋市田喜野井4-20-6-202 ヒカリ工業 047-401-3878

船橋市坪井町150-3 井戸竹工業株式会社 047-457-7571

船橋市豊富町659-5 株式会社水護 047-497-8248

船橋市夏見2-28-9-2 株式会社イマゼキ 047-411-0501

船橋市夏見3-22-15 有限会社ミカサプラミング 047-446-0083

船橋市夏見5-18-30 株式会社映光TY 047-460-0692

船橋市夏見5-29-3 株式会社協栄設備工業 047-422-3812

船橋市夏見5-6-3 株式会社セプテム 047-411-4260

船橋市夏見7-12-15 株式会社日の出設備 047-460-3611

船橋市夏見台4-22-1 株式会社大吉工業 047-439-8710

船橋市夏見台5-4-15 堤管工有限会社 047-439-7144

船橋市習志野1-9-5 前原興業株式会社 047-463-1725

船橋市習志野2-6-23 株式会社三浩総産 047-467-3245

船橋市習志野台1-17-1 株式会社アース・ONE 047-402-2130

船橋市習志野台2-61-2 櫻工営株式会社 047-464-3511

船橋市習志野台2-73-8 川上工業株式会社 047-401-0611

船橋市習志野台2-8-17 株式会社サンライズネットワーク 047-456-5860

船橋市習志野台4-11-6 株式会社ホーマック 047-461-2345

船橋市習志野台5-28-8 有限会社大藤設備 047-467-3332

船橋市習志野台5-4-14 市川工業 047-466-2688

船橋市西船4-18-14 山京建設株式会社 047-433-6301



所在地 名称 電話番号

船橋市排水設備指定工事店一覧

船橋市西船5-9-6 株式会社リルファナカジマ 047-334-1664

船橋市西船7-7-42 株式会社篠原水道 047-335-2506

船橋市二宮2-37-9 株式会社山田総業 047-465-7121

船橋市飯山満町2-683-3 稲村工業株式会社 047-462-2038

船橋市浜町1-6-5-112 株式会社スタジオ縁 047-498-9721

船橋市東船橋1-1-8 カネケン京葉コミュニティ株式会社 047-422-1580

船橋市東船橋3-2-16 有限会社キョーリツ 047-422-1516

船橋市東船橋5-21-14 東武工業株式会社 047-423-7111

船橋市日の出2-20-27 株式会社京葉管理工業 047-433-3882

船橋市日の出2-5-12 株式会社イズモ 047-434-0119

船橋市藤原5-47-12 株式会社ヒロテック 047-430-9070

船橋市藤原6-32-21 株式会社JOY craft 047-404-7974

船橋市藤原6-33-1 共和工業株式会社 047-438-5801

船橋市藤原8-25-5 トウメイ株式会社 047-439-5596

船橋市二和西1-7-80 株式会社新納設備 047-401-0641

船橋市二和西3-18-16 安全産業株式会社 047-402-4701

船橋市二和西5-12-11 株式会社大島設備 047-449-2524

船橋市二和西5-3-8 株式会社ライフ 047-497-8215

船橋市二和西6-24-17 株式会社東和工業 047-447-0461

船橋市二和東1-7-5 豊田設備株式会社 047-449-7332

船橋市二和東5-11-2 株式会社永石水道 047-407-1227

船橋市二和東5-61-2-306 有限会社アルプス 047-449-1512

船橋市二和東6-28-25 株式会社大渕住設 047-498-9550

船橋市本町5-11-6　ピソエスタシオン101 有限会社興松工業 047-421-1337

船橋市前原東2-15-16 株式会社東栄管工設備 047-472-1436

船橋市前原東4-19-9 株式会社天野さく泉建総 047-472-1650

船橋市馬込町1176-8 有限会社弘栄設備 047-439-2907

船橋市馬込町715 有限会社新和 047-430-7550



所在地 名称 電話番号

船橋市排水設備指定工事店一覧

船橋市馬込西2-11-1 有限会社Tera smart&Solutions 047-438-0002

船橋市馬込西2-20-16 有限会社大野屋商店 047-438-6512

船橋市松が丘1-49-4 山方工業 090-3478-8478

船橋市松が丘3-20-8 テッドアラカワ株式会社　本店 047-468-4871

船橋市松が丘4-24-14 株式会社杉田工業所 047-464-3345

船橋市丸山3-11-15 サンキョウ住宅設備 047-439-7448

船橋市丸山4-12-10 まえだ興業株式会社 047-438-8151

船橋市丸山4-46-6 株式会社クラシアン　船橋支社 047-429-0591

船橋市丸山4-52-7 株式会社大羽工業所　船橋支店 047-438-1661

船橋市三咲4-11-6 土佐工業株式会社 047-449-7305

船橋市湊町1-21-20　三衆ビル1F 株式会社エージェンシー 047-498-9330

船橋市湊町2-12-3 株式会社風間建設工業所 047-434-2125

船橋市市場3-17-1 株式会社ケイハイ 047-460-0815

船橋市南本町40-13 株式会社アクアライフ 047-434-5945

船橋市みやぎ台1-19-10 有限会社恒和 047-447-7624

船橋市みやぎ台4-12-18 株式会社ライフワーカーズ 047-449-7563

船橋市三山4-25-8 有限会社千広設備 047-471-8563

船橋市三山5-26-13 有限会社東建ハウジング 047-477-1136

船橋市宮本4-4-1 有限会社ヤマコ工業 047-460-4010

船橋市宮本7-14-3 松本設備株式会社 047-422-6151

船橋市宮本8-42-4 株式会社ヒット　千葉支店 047-433-1480

船橋市本中山3-7-17 株式会社小栗原水道工業所 047-334-2931

船橋市本中山5-2-23 有限会社政智設備 047-334-3580

船橋市八木が谷3-30-3 株式会社U2 SYSTEM 047-404-9115

船橋市八木が谷4-3-1 鈴木工業株式会社 047-404-3020

船橋市薬円台1-18-8 有限会社古谷設備工業 047-467-6862

船橋市薬円台1-27-17 株式会社三幸 047-464-6140

船橋市薬円台4-1-25 令和設備株式会社 047-440-8494



所在地 名称 電話番号

船橋市排水設備指定工事店一覧

船橋市山手3-2-17 株式会社山本建設工業 047-420-3315

船橋市若松1-2-1 株式会社善立　船橋営業所 042-692-2595



所在地 名称 電話番号

船橋市排水設備指定工事店一覧

我孫子市湖北台5-16-19 株式会社エコワールド 04-7151-2284

我孫子市布佐3398 株式会社ライフィット 04-7189-2921

市川市伊勢宿17-3 株式会社三東 047-358-3388

市川市市川1-20-17 株式会社荒井水道工務店 047-325-3421

市川市市川南1-6-9 有限会社英設備工業 047-324-3804

市川市大洲1-12-5 株式会社五葉エンジニアリング 047-377-3511

市川市大洲2-2-24 有限会社大峰設備工業 047-358-7740

市川市大野町2-1875-45 有限会社宇田川設備工業 047-339-1475

市川市大野町1-439-1 株式会社カワギシ 047-337-1701

市川市大野町3-1978-5 株式会社インテック 047-337-0776

市川市大町22-13 有限会社山本住設 047-339-2630

市川市大和田5-2-27 株式会社八幡管工 047-379-5435

市川市鬼高2-1-7 有限会社ウダガワ 047-332-7136

市川市柏井町1-1229-7 総武設備工業株式会社 047-338-4315

市川市香取1-2-7 新都市住設株式会社 047-711-4111

市川市北方3-10-17 株式会社ブルーインテグ 047-302-8511

市川市国分2-9-22 株式会社本田設備工業所 047-373-7137

市川市国分5-2-10 株式会社安藤総合設備 047-372-2253

市川市幸1-13-21 サンキ設備工業株式会社 047-395-8311

市川市幸1-18-4 大志設備工業株式会社 047-395-4711

市川市須和田1-11-12 株式会社スワダ管工 047-373-3481

市川市曽谷1-17-1 大川設備工業株式会社 047-372-8770

市川市曽谷4-7-1 株式会社北本組 047-712-0012

市川市曽谷5-9-2 有限会社さいとう設備 047-373-5890

市川市稲荷木2-22-1 アサヒ設備株式会社 047-377-1733

市川市原木2-7-14 株式会社堀組 047-328-1443

市川市原木3-8-12 株式会社金子水道工務店 047-327-2803

市川市南大野1-8-11 有限会社佐々木設備 047-337-8786
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船橋市排水設備指定工事店一覧

市川市南大野2-2-3 有限会社高谷水道工務店 047-702-3593

市川市妙典3-23-11 株式会社瀧澤興業 047-701-0770

市川市本北方1-18-16 京葉設備建設株式会社 047-336-0341

市川市本北方3-4-11 株式会社池田屋水道 047-338-1074

市川市若宮3-1-18 上條建設株式会社 047-335-0234

市原市大厩1172-22 有限会社飯塚設備 0436-74-1646

市原市大厩965-1 株式会社山路 0436-75-2242

市原市草刈401-2 有限会社草刈設備 0436-75-1115

市原市五井1738-1 弘建設備株式会社 0436-20-0011

市原市瀬又1001-46 株式会社竹昇 0436-52-1488

市原市高田652-2 有限会社大網管工 0436-52-2107

市原市能満1442-10 有限会社藤住設 0436-43-1527

市原市山田橋2-3-18 株式会社帝設備 0436-43-1252

印西市浦部1366-1 印西設備工業株式会社 0476-42-3792

印西市大森3140 中澤工業株式会社 0476-42-3011

印西市木刈5-13-2 株式会社翔栄 0476-37-5605

印西市小林3990-1 ウッドテック株式会社 0476-97-2551

印西市瀬戸1733-5 昌和建設株式会社 0476-80-3588

印西市船尾751 有限会社横尾設備工業所 0476-46-0736

印旛郡酒々井町上本佐倉15 山崎産業株式会社 043-496-0541

浦安市当代島2-21-37 株式会社鈴木設備工業 047-352-1357

浦安市堀江1-20-31 有限会社八木水道工業所 047-352-1063

浦安市堀江4-4-26 袖浦設備工業株式会社 047-352-4077

柏市岩井296-1 株式会社エスブロック 04-7193-0800

柏市大井762-2 アイシン設備株式会社 04-7191-5112

柏市加賀1-18-13 株式会社中澤エンジニアリング 04-7176-7371

柏市加賀3-2-1 株式会社公友住機 04-7175-1711

柏市北柏3-14-4サンハイツ北柏103 株式会社セントラル設備　柏支店営業所 04-7189-8344



所在地 名称 電話番号

船橋市排水設備指定工事店一覧

柏市酒井根647-34 創真ワークス株式会社 04-7157-3296

柏市逆井4-25-59 株式会社篠原設備 04-7137-9241

柏市高柳新田5-45 株式会社大橋住設 04-7193-6771

柏市塚崎1083-1 有限会社つくば工業 04-7193-2455

柏市手賀の杜3-5-14 株式会社アークス 04-7186-7734

柏市豊四季1008-2 株式会社伊藤住設　千葉支店 04-7142-7091

柏市根戸467-1 有限会社菅設備工業 04-7131-1507

柏市根戸471-79 株式会社KOYU設備 04-7193-8333

柏市光ケ丘2-25-3 阿波工業株式会社 04-7176-0015

柏市藤心147 株式会社ショウコウ設備 04-7176-5577

柏市松ケ崎329-22 合同会社グッドライフ 04-7190-5539

柏市若柴303-27 有限会社森田住設工業 04-7131-8845

鎌ケ谷市右京塚8-11 株式会社初富水道設備 047-444-2741

鎌ケ谷市鎌ケ谷4-4-26 株式会社野本 047-444-1171

鎌ケ谷市軽井沢2060-9 オリエンタル工業株式会社 047-444-2030

鎌ケ谷市軽井沢2149-9 有限会社下水道普及会 047-441-3367

鎌ケ谷市中佐津間1-14-12 有限会社日向寺水道工業 047-446-0765

鎌ケ谷市中沢726-51 株式会社タッグ 047-401-6980

鎌ケ谷市西佐津間2-6-19 株式会社イシダ 047-402-6002

鎌ケ谷市初富23-106 株式会社サンナカシマ 047-404-3339

鎌ケ谷市初富31-27 オビヤ管工株式会社 047-446-8591

鎌ケ谷市初富56 株式会社FLAT 047-404-9440

鎌ケ谷市初富802-17 司興業株式会社 047-444-4040

鎌ケ谷市初富808-471 二和設備工業株式会社 047-441-7127

鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-5-4　中平ビル101 友志建工株式会社 047-404-1278

鎌ケ谷市東鎌ケ谷2-17-56 有限会社タナベ興建 047-443-1424

鎌ケ谷市東初富1-7-41 新和設備株式会社 047-444-2118

鎌ケ谷市東初富2-6-6-5 株式会社新栄ライフ 047-443-8685



所在地 名称 電話番号

船橋市排水設備指定工事店一覧

鎌ケ谷市道野辺1039-6 有限会社羽生田設備工業 047-442-3793

鎌ケ谷市南鎌ケ谷2-6-16 有限会社信建設備工業 047-446-3911

鎌ケ谷市南初富3-13-18 合同会社アクアシャイン 047-401-0808

鎌ケ谷市南初富4-17-24-3 有限会社三橋設備 047-441-2726

木更津市岩根4-9-3 こかい水道設備有限会社 0438-41-9190

木更津市十日市場309-2 株式会社ブルーライン　千葉工事事務所 0438-38-4340

木更津市新田3-5-15 株式会社ホワイト 0438-23-4421

佐倉市江原354-3 有限会社石坂工業 043-485-8780

佐倉市王子台1-1-1 株式会社ALION 043-308-3482

佐倉市中志津2-18-9 有限会社荒家設備 043-463-0198

佐倉市六崎1525-11 さくらエンジニアリング株式会社 043-486-5311

佐倉市ユーカリが丘6-8-1 有限会社豊永プランニング 043-488-3399

山武市板川317-33 謙システム株式会社 0475-89-0277

山武市実門248-13 株式会社アクアテクノ 0475-80-8050

白井市神々廻826-2 株式会社日總 047-492-6261

白井市白井382-3 株式会社近江屋商会 047-491-0056

白井市根1865-10 株式会社ウエハラ 047-491-4333

白井市根1871-18 株式会社若井管工設備 047-491-8401

白井市根338-18 株式会社大福設備 047-491-5343

白井市根41-3 渋谷設備 047-492-1038

白井市南山2-10-7 有限会社ナミショウ 047-419-0155

匝瑳市高610-5 有限会社佐久間管工 0479-72-3536

千葉市稲毛区あやめ台3-4-101 株式会社ニューアトラス 043-259-8260

千葉市稲毛区山王町276-10 山王設備工業 043-421-3023

千葉市稲毛区山王町201-14 誠輝管工株式会社 043-424-9133

千葉市稲毛区山王町295-18 有限会社清宮興業 043-424-7347

千葉市稲毛区園生町393-2 株式会社アート設備建設 043-298-9111

千葉市稲毛区天台4-1-12 大和設備工業株式会社 043-254-2323



所在地 名称 電話番号

船橋市排水設備指定工事店一覧

千葉市稲毛区天台5-28-2 有限会社明和設備 043-256-5656

千葉市稲毛区長沼町108-1 株式会社日設工業 043-250-7751

千葉市稲毛区長沼町134-27 有限会社泉澤設備工業 043-250-7823

千葉市稲毛区長沼町247-133 株式会社長沼 043-259-6663

千葉市稲毛区長沼原町286-1 株式会社ウッディホーム 043-258-0971

千葉市稲毛区緑町1-2-10 株式会社サンキ 043-205-4285

千葉市稲毛区宮野木町2148-4 有限会社長沼興業社 043-250-7729

千葉市中央区稲荷町2-4-15 新井工業株式会社 043-266-7151

千葉市中央区大森町283 有限会社共栄設備 043-264-8546

千葉市中央区春日2-15-3 春日システムテクノ株式会社 043-241-9141

千葉市中央区新千葉3-14-12 株式会社伊藤水道 043-241-4335

千葉市中央区末広4-13-15 新晃工業株式会社 043-310-6946

千葉市中央区中央港1-2-21 株式会社ライクス　千葉営業所 043-215-7045

千葉市中央区都町2-2-24 株式会社信和アセント 043-312-3230

千葉市中央区矢作町362 株式会社田中設備水道 043-227-5018

千葉市中央区若草1-16-11 共和建設株式会社 043-263-1350

千葉市花見川区こてはし台3-1-22 有限会社内設備工業 043-258-6401

千葉市花見川区こてはし台5-16-11 聡明設備株式会社 043-306-6861

千葉市花見川区犢橋町1627-12 中央日化サービス株式会社 043-259-2971

千葉市花見川区作新台1-20-33 アスカ工業株式会社 043-259-7156

千葉市花見川区三角町29-2 株式会社ヤマカン 043-441-5475

千葉市花見川区三角町487-180 株式会社ドラフトワークス 090-3528-3644

千葉市花見川区武石町1-534-1-203 有限会社幕張設備 043-275-4181

千葉市花見川区武石町2-611-2 平山設備 043-273-4655

千葉市花見川区千種町165-13 株式会社千葉プランテーション 043-298-0007

千葉市花見川区長作町1298-1 有限会社林設備 043-205-4355

千葉市花見川区畑町927-1 株式会社保坂設備 043-307-7747

千葉市花見川区横戸町918 有限会社松戸工業所 043-259-5410
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千葉市緑区あすみが丘3-47-3 株式会社うの丸住設 043-294-0063

千葉市緑区越智町737-225 株式会社ケイエスディ工業 043-295-8551

千葉市緑区刈田子町48 株式会社双葉工業 043-292-8305

千葉市緑区土気町1379-34 共瑩工業株式会社 043-294-7558

千葉市緑区平川町975-13 有限会社ティー・エス・ケイ 043-293-3321

千葉市緑区平山町1913-21 フタバホーベル株式会社 043-208-2506

千葉市緑区誉田町1-791-17 有限会社ステアリスト 043-291-0431

千葉市緑区誉田町2-20 株式会社佐藤設備 043-291-0263

千葉市緑区誉田町2-20-191 株式会社ツチダ 043-292-1177

千葉市緑区誉田町2-21-1382 株式会社ヨシト工業 043-497-6131

千葉市緑区誉田町2-21-612 株式会社ホマレ管工 043-292-0323

千葉市緑区茂呂町638-25 ジャステック 043-386-7910

千葉市美浜区幸町1-9-1-409 有限会社ストレングス 043-246-2235

千葉市美浜区新港139-2 京葉工管株式会社 043-248-1472

千葉市美浜区高洲2-6-2-105 有限会社砂田設備工業 043-244-8461

千葉市若葉区愛生町150-2 株式会社大英設備 043-287-1681

千葉市若葉区大宮町1551-2 株式会社東晃設備 043-265-4539

千葉市若葉区大宮町2841-1 有限会社スズユウ工務店 043-233-6090

千葉市若葉区御成台3-1168-23 株式会社大幹 043-236-7855

千葉市若葉区貝塚2-13-7 株式会社エーシン 043-290-9963

千葉市若葉区貝塚町979 株式会社水巧設備工業 043-231-5020

千葉市若葉区加曽利町1048-1 一志プラント工業株式会社 043-237-7262

千葉市若葉区加曽利町1529-8 千城管工株式会社 043-214-8082

千葉市若葉区金親町974-60 株式会社はるか総建 043-309-4441

千葉市若葉区御殿町2177-1 株式会社匠住設 043-312-5610

千葉市若葉区桜木1-32-50 株式会社アイリスインダストリー 043-214-3444

千葉市若葉区殿台町104 三和工業株式会社 043-255-3511

千葉市若葉区西都賀5-37-4 株式会社タツミ工業 043-252-6611
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千葉市若葉区みつわ台4-29-9 有限会社総信設備 043-287-4433

千葉市若葉区源町1005-17 株式会社中寿 043-206-2395

千葉市若葉区源町579-11 株式会社明環 043-239-3031

千葉市若葉区若松町429-98 有限会社サンスイ 043-214-5148

千葉市若葉区若松町496-10 藤田管工事有限会社 043-422-1790

長生郡一宮町東浪見7509-4 株式会社元岡設備 0475-42-8873

東金市八坂台3-1-5 株式会社大創 0475-53-6978

富里市中沢716-1 有限会社新河工業 0476-93-9585

富里市日吉台6-29-7 有限会社澤田商会 0476-37-5850

流山市江戸川台東2-324-3 有限会社テクニカルサポート 04-7155-5769

流山市下花輪1314-2 流山設備工業有限会社 04-7158-1319

流山市流山1028 第一エネルギー設備株式会社 04-7178-9551

流山市東初石3-103-173 有限会社木村設備工業 04-7128-9967

流山市古間木290-35 有限会社新星設備 04-7159-1777

流山市南流山6-5-9 ファミール南流山B-102 株式会社小杉設美　流山支店 080-9776-9948

流山市向小金2-235-3ﾌﾞﾗｲﾄｽﾃｰｼﾞ南柏102 あっぷる工業 04-7115-6561

習志野市大久保2-19-6 ケイヨー水工株式会社 047-477-7676

習志野市香澄4-5-1　2F 株式会社D-advance 047-429-8191

習志野市鷺沼2-10-13 栄工業株式会社 047-451-6661

習志野市鷺沼3-19-3　幕張インターウェルズ21-D ライブウェル株式会社　千葉営業所 047-455-8415

習志野市袖ケ浦1-5-4 有限会社アクアテックヤスカワ 047-454-0315

習志野市津田沼3-23-11 鈴木水道株式会社 047-477-8080

習志野市津田沼4-10-15 アサヒ建築土木株式会社 047-453-8311

習志野市東習志野5-16-22 有限会社下山設備工業 047-479-1668

習志野市東習志野5-24-2 豊栄工業株式会社 047-478-8404

習志野市東習志野8-28-11 株式会社習志野工業 047-478-8131

習志野市藤崎1-10-5 尾崎設備 047-493-5176

習志野市実籾1-39-5 福葉水道株式会社 047-476-4321
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習志野市実籾2-41-21 株式会社サクラ設備 047-476-2511

習志野市実籾4-35-6 有限会社習志野住設 047-476-1535

習志野市本大久保4-14-10-202 株式会社三石設備コンサルタント 047-475-6211

習志野市本大久保2-1-6 株式会社日興水道工業所 047-475-8384

習志野市谷津2-2-30 三徳工業株式会社 047-451-3161

習志野市谷津3-1-19-1101 令和水道電気設備 090-8859-3598

習志野市谷津3-1-41-911 クーエイ企画室合同会社 047-750-1339

習志野市谷津4-2-13 日本環境プラント株式会社 047-454-0381

習志野市谷津4-8-45 有限会社フタミ水道工業所 047-452-6936

成田市並木町字稲荷畑93-6 株式会社アクア 0476-24-3580

野田市尾崎1563-1 株式会社ケーワイ 04-7141-1151

野田市目吹1665-6 Ｋ－Ｄｒａｉｎａｇｅ株式会社 04-7115-1855

野田市山崎2635-7 HMレジデンスA212号 合同会社マツザキ 047-149-6774

松戸市秋山373-28 高塚設備工業株式会社 047-392-5264

松戸市金ケ作422-16 株式会社菅原水道工事店 047-387-3480

松戸市金ケ作267-1 0.ｃ株式会社 047-710-3332

松戸市紙敷612-3 秋元興業株式会社 047-392-9300

松戸市河原塚113-16 有限会社田中住宅工業 047-392-0058

松戸市北松戸3-9-9 株式会社三晃総業 047-365-6016

松戸市古ケ崎2-3233-1 有限会社蛭田設備工業 047-361-4224

松戸市小金原8-32-2 大渡設備工業株式会社 047-346-8985

松戸市小金原9-29-4 株式会社佐藤設備工業 047-341-7724

松戸市五香西2-50-22 株式会社若菜設備 047-386-7711

松戸市五香西5-40-1 株式会社協雄電設 047-384-7288

松戸市新松戸4-120 株式会社大信設備 047-345-2640

松戸市新松戸南2-144 株式会社江戸川サービス 047-345-1355

松戸市常盤平柳町24-1-F 飯沼設備 047-710-4850

松戸市東松戸4-3-11 水音 047-393-8291
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松戸市二ツ木二葉町198-2 株式会社早見設備 047-341-0510

松戸市松飛台559-13 加藤設備 047-386-8804

松戸市馬橋2851 近代住機株式会社 047-348-9100

松戸市南花島3-54-13 太陽工業株式会社 047-366-1047

松戸市稔台5-7-8 千葉住設株式会社 047-368-8686

松戸市稔台7-7-13　井上ビル2階 株式会社ダイエックス 047-361-3000

松戸市主水新田476-10 日本サービス株式会社 047-345-5665

松戸市六高台2-6-2 正興住建株式会社 047-384-0134

松戸市六高台5-53-502 株式会社加藤設備 047-383-1141

茂原市上茂原283 有限会社マルサ設備 0475-23-8877

八千代市大和田新田1075-53 有限会社正雄工業 047-450-8831

八千代市大和田新田266-12 株式会社花島水道 047-485-7171

八千代市大和田新田414-23 小林工業有限会社 047-459-8981

八千代市大和田新田924-4 株式会社追分水道 047-450-6621

八千代市勝田471 株式会社松戸商事 047-482-4865

八千代市萱田2285 株式会社長岡工作所 047-483-4051

八千代市萱田町593-33 株式会社ライフラインクリエイター 047-751-3888

八千代市桑納400 株式会社石上水道 047-450-5036

八千代市島田台766-18 株式会社SAN-A 047-419-9100

八千代市島田台888-3 松本水道有限会社 047-488-1311

八千代市麦丸932 有限会社水のマルショウ 047-459-1939

八千代市村上1866-55 株式会社宮崎工業 047-486-7511

八千代市八千代台西10-8-2 NEED株式会社 047-489-5021

八千代市八千代台西7-5-29 株式会社三葉水道 047-484-7121

八千代市米本1737 東亜興業株式会社 047-488-7869

八千代市米本1765 株式会社オオカワ 047-488-1605

八千代市米本2394-1 有限会社水や 047-488-6477

四街道市大日1988-35 有限会社新田設備工業 043-421-5289
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四街道市大日251-6 株式会社吉田管工事 043-421-2818

四街道市物井1802-4 株式会社水楽 043-304-7897

四街道市物井1802-4 有限会社北総住設 043-422-9688


