いすみ市指定給水装置工事事業者一覧表
会
社
名
有限会社 キミヅカ
岩瀬設備工業
総合設備 株式会社
泉田配管
平川工業所
有限会社 土屋管工事
有限会社 三門電業社
有限会社 渡辺設備
有限会社 東海ガス商会
山口風呂店
有限会社 愛和商事
株式会社 米本工務店
橋場電気商会
有限会社 神定電機商会
有限会社 宮﨑電気
大鐘住宅設備店
有限会社 石井電教社
有限会社 塩島住宅設備
飯島設備工業 株式会社
株式会社 滝口設備
有限会社 加方設備工業
大一設備
有限会社 小川プロパン
株式会社 アラチ水道センター
有限会社 三橋水道工務店
株式会社 進日本工業
有限会社 石田水道工事店
森設備
門倉エネルギー 株式会社
有限会社 江沢設備工業所
小山建築工務 株式会社
丸新工業 株式会社
吉田水道
有限会社 岡本水道工業所
株式会社 たつみ産業
関東建設 株式会社
有限会社 秋葉設備
株式会社 磯本
株式会社 帝設備

住
所
いすみ市岬町椎木１７６２
いすみ市小沢３０３８－２
いすみ市大原７６４０
いすみ市大原７９３８－６
いすみ市大原９７４５
いすみ市深堀９０２－２
いすみ市日在１８７４
いすみ市大原１０２０２-１
いすみ市深堀３７４－１
いすみ市大原９５３３－５
いすみ市日在１１８６－１
いすみ市岬町長者１３０
いすみ市深堀１６１２－７
夷隅郡御宿町須賀５２５
いすみ市大原７８０１
いすみ市岬町岩熊１１５９
いすみ市大原７７７９
いすみ市岬町長者２１２－１
夷隅郡大多喜町船子８９３－３
夷隅郡御宿町新町141-1
夷隅郡御宿町久保１８０８
いすみ市若山９１８－１２
夷隅郡御宿町高山田５３１
茂原市早野１５１５
茂原市早野１０８８
千葉市若葉区小倉町１６８７－１０
茂原市小林２９４１－１８
夷隅郡大多喜町下大多喜１８４６－５
東京都足立区六木１９－１３
いすみ市岬町三門１９２４－１
夷隅郡御宿町新町８１５
山武郡大網白里町細草１３６９
いすみ市岬町中原１２４６
茂原市茂原１６０６－３
八街市滝台５９
茂原市茂原６９９
いすみ市岬町江場土１６３４
勝浦市松野６６０－２
市原市山田橋２－３－１８
有限会社 シンコーエンジニアリング 勝浦市松野１３－５
石野設備工業
いすみ市岬町長者１１
株式会社 泉水道
いすみ市岬町押日１８５－６
株式会社 南総メンテナンス
いすみ市高谷１０２６
有限会社 今井設備工業
茂原市高師台３－６－１６
有限会社 よしの住設
夷隅郡御宿町上布施１３５４
長生工業 株式会社
長生郡睦沢町川島６０５
有限会社 久保田水道
いすみ市岬町鴨根１１０９
山中設備工業所
いすみ市岬町和泉２８０６
渡邊商店
夷隅郡御宿町須賀５５６
三上設備
いすみ市岬町三門１３８６
屋代管工
いすみ市大原８３７９－２
有限会社 長谷電気商会
夷隅郡大多喜町八声６０２
有限会社 加藤設備
勝浦市新官３５６
有限会社 フクダホーム設備
茂原市上林１３６－６
有限会社 佐藤設備
茂原市長尾４１４－２
創栄産業 株式会社
茂原市小林１６３０－１３
有限会社 長生工業所
長生郡長南町中原９２４－１
テクノハウス 株式会社
いすみ市岬町長者４０
ナカデン 有限会社
勝浦市興津１３９
吉田工業所
いすみ市岬町中原２６３０
秋葉設備 有限会社
茂原市早野１１８４
有限会社 久保石油
鴨川市広場１４９９
有限会社 でどころ設備
茂原市早野１０５４
有限会社 宮川水道
茂原市高師町１－３－８
株式会社 大和工務店
いすみ市岬町椎木３８４－１

電 話 番 号
0470-87-2761
0470-62-9026
0470-62-3056
0470-62-3671
0470-62-0627
0470-62-0258
0470-62-2901
0470-62-2082
0470-62-0232
0470-62-0032
0470-63-1260
0470-87-2321
0470-62-0533
0470-68-2222
0470-62-0325
0470-87-3629
0470-62-0442
0470-87-2686
0470-82-5500
0470-68-7027
0470-68-2211
0470-64-0020
0470-68-2333
0475-25-0525
0475-22-5885
043-234-1661
0475-25-0221
0470-82-2162
0475-32-1321
0470-87-6645
0470-68-2627
0475-77-4630
0470-87-4130
0475-23-4354
043-445-3000
0475-24-2262
0470-87-3111
0470-77-0107
0436-43-1252
0470-70-7888
0470-87-5604
0470-87-3256
0470-66-1024
0475-20-1233
0470-68-3313
0475-44-0080
0470-87-6833
0470-87-3034
0470-68-2953
0470-87-5858
0470-62-2321
0470-82-3072
0470-73-5422
0475-26-1395
0475-24-7787
0475-22-2751
0475-47-0059
0470-87-7191
0475-76-0021
0470-87-3015
0475-24-8228
04-7092-2005
0475-26-1708
0475-22-5140
0470-87-3505

平成29年9月1日
ＦＡＸ番号
0470-87-2198
0470-63-9595
0470-62-3057
0470-62-3671
0470-63-9788
0470-62-0508
0470-62-1777
0470-62-1743
0470-62-3652
0470-62-8558
0470-63-1972
0470-68-6667
0470-62-0153
0470-62-0475
0470-87-4235
0470-82-4477
0470-68-2155
0470-64-0021
0470-68-4659
0475-25-3215
0475-25-0223
0470-82-2956
0470-87-6647
0475-77-4606
0475-24-9484
043-445-3009
0475-22-5499
0470-87-3025
0436-43-3960
0470-87-7638
0470-66-0068
0475-25-8400
0475-44-0075
0470-87-4820
0470-87-6763
0470-68-6653
0475-26-1317
0470-23-7989
0475-47-1371
0475-24-4141
0470-92-2005
0475-26-1742
0470-22-1415
0470-87-7877

備考

いすみ市指定給水装置工事事業者一覧表
会

社

名

長野設備
正進設備
株式会社 高柳設備
亀井住設
ニュー設備 有限会社
株式会社 慶興総建
ワタナベ管工
有限会社 内山住設
コウワ工業
東日設備 株式会社
株式会社 アメニティジョイハウス
有限会社 浜谷総業
有限会社 釜屋燃料店
株式会社 イケダ
株式会社 保坂設備
房総プラント 株式会社
ミサキ電器 株式会社
有限会社 土橋電気
株式会社 石田設備
有限会社 君松住設工事
有限会社 大高工業
有限会社 佐川商店
岬建設 株式会社
有限会社 小林水道鉄工
小柴住宅設備
株式会社 アペック
株式会社 緑川組
株式会社 小関工業
株式会社 全興ハウジング
有限会社 薦田鉄工所
有限会社 井上管工
有限会社 金剛建設
池田建設 株式会社
有限会社 山口建材工業
京葉工管 株式会社
有限会社 鈴木管工建設
株式会社 並木設備
株式会社 伊大知総業
福栄建設 株式会社
有限会社 三起
共栄設備
松本設備工業 有限会社
鶴岡水道設備 有限会社
鈴木燃料店
玉屋電機
株式会社 畔蒜工務店
アサヒヤ設備 株式会社
株式会社 丸二工務店
志田土建
岩瀬電工
平山ホーム設備
有限会社 宮﨑水道
有限会社 マルサ設備
石井興業 株式会社
株式会社 小倉鑿井工業所
ジール
大石鉄工 株式会社
岡澤鉄工所
有限会社 長谷川商店
こかい水道設備 有限会社
株式会社 元岡設備
株式会社 クラシアン
株式会社 アイダ設計
有限会社 中村設備
有限会社 中村住宅設備
有限会社 吉田建材興業
有限会社 ひかり水道

住
所
いすみ市日在２７２３
いすみ市下原８３７－２
市原市磯ヶ谷１９９３－１
木更津市幸町３－６－１１
勝浦市部原１９２８－２６
いすみ市大原１００９５
茂原市小轡８６１－８
長生郡一宮町東浪見３７８６
いすみ市岬町江場土４３６８
山武郡九十九里町不動堂６０１
長生郡長柄町六地蔵６８５－１
茂原市長谷６２９－５
長生郡一宮町一宮３１０３
四街道市大日６７－３
山武郡山武町板川３１７－４０
長生郡白子町幸治３９５４－３
いすみ市岬町桑田２７６１
いすみ市岬町椎木１４１８
いすみ市岬町椎木２８０
いすみ市岬町椎木１３４９
いすみ市岬町和泉３４８２
夷隅郡大多喜町葛藤６２９
千葉市中央区南町２－２２－８
長生郡長南町長南２３８０
勝浦市法花５４９－１
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－11－7
茂原市南吉田３６４４－１
長生郡一宮町東浪見６００６
茂原市長谷８６７－１０
長生郡一宮町一宮２９２６
いすみ市岬町江場土２０２０
いすみ市岬町江場土２２１３－１
いすみ市岬町嘉谷８１５
いすみ市岬町榎沢７１６－１
千葉市美浜区新港１３９－２
いすみ市岬町岩熊１９４０－１
茂原市粟生野３７１５－４
いすみ市深谷１８５３
いすみ市岬町岩熊１１６８－２
長生郡長南町報恩寺２２１－１
いすみ市岬町中滝１８６３
いすみ市国府台１５０３－１
いすみ市八乙女１９５
いすみ市苅谷１４１
いすみ市苅谷５３８－３
山武郡横芝光町木戸１０１１０
いすみ市苅谷２６１
山武郡大網白里町南今泉２５１０－１
いすみ市国府台１９４
いすみ市松丸２０３１
いすみ市松丸９－１
長生郡長南町岩川３０８
茂原市上茂原２８３
千葉市緑区土気町1519-9
木更津市桜井８０５
東金市一之袋１７５－３
鴨川市前原１４７
長生郡睦沢町上市場８８８－１
長生郡長南町笠森２５７
木更津市岩根４-９-３
長生郡一宮町東浪見７５０９－４
横浜市港北区新横浜１-２-１
埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２８６
勝浦市興津１５９－６
長生郡睦沢町大谷木３３０
いすみ市岩船２０７０
長生郡白子町北高根７９

電 話 番 号
0470-62-0200
0470-66-0626
0436-36-5406
0438-36-7086
0470-73-2097
0470-62-0354
0475-23-9039
0475-42-3415
0475-87-4521
0475-76-7147
0475-35-1380
0475-25-7556
0475-42-3212
043-422-2820
0475-89-1505
0475-33-3862
0470-87-5298
0470-87-2834
0470-87-5151
0470-87-2820
0470-87-3566
0470-85-0751
043-265-4433
0475-46-0141
0470-76-2576
043-241-3801
0475-34-7331
0475-42-5100
0475-24-2535
0475-42-4523
0470-87-2078
0470-87-3538
0470-87-3561
0470-87-4162
043-241-8887
0470-87-9991
0475-34-7154
0470-86-3031
0470-87-2259
0475-46-1141
0470-87-5790
0470-86-2202
0470-86-3219
0470-86-2100
0470-86-3203
0479-84-1221
0470-86-2177
0475-77-3151
0470-86-5077
0470-86-2171
0470-86-3185
0475-46-1525
0475-23-8877
043-294-2976
0438-36-4027
0475-55-5438
04-7092-0122
0475-44-0094
0475-46-2086
0438-41-9190
0475-42-8873
043-294-9131
0503-173-2510
0470-76-0649
0475-44-0760
0470-62-3747
0475-33-5171

平成29年9月1日
ＦＡＸ番号
0470-66-0672
0436-36-7120
0438-36-7086
0470-73-5748
0470-62-8508
0475-76-7142
0475-35-3169
0475-25-7557
0475-42-5221
043-423-1876
0475-89-0500
0470-87-8578
043-242-8716
0475-34-9400
0470-86-4850
0470-86-4531
0470-86-5232
0470-86-2177
0470-86-5077
0475-46-3181
0475-42-5808
047-302-1164
0475-44-2626
0470-63-0150
0475-33-6761

備考

休止中

いすみ市指定給水装置工事事業者一覧表
会
社
名
松屋水道土木 株式会社
有限会社 北斗設備工業
有限会社 シバタ工業
有限会社 スズユウ工務店
有限会社 今井設備工業
米山設備
みなり設備工業
有限会社 双葉建設
株式会社 加藤工業所
株式会社 和弘
株式会社日本水道センター
瀬戸興業 株式会社
有限会社 東新リブテック
株式会社 パイプライン
有限会社 野村土建
有限会社 南海不動産
有限会社 ユウマ住設工業
シンナカ設備
株式会社 東昭建設
株式会社 新清ハイツ
有限会社 江澤土木
有限会社 渡辺工業
有限会社 大野水道
有限会社 ヤマコ工業
三菱電機システムサービス株式会社
株式会社 目羅組
株式会社 イースマイル
株式会社 アクアライン
SHOJI設備
山本建設 株式会社

住
所
鴨川市太海１８５７番地
君津市杢師３-１６-２４
千葉市ちはら台南４－２－１４
千葉市若葉区大宮町２８４１－１
千葉県東金市下武射田２３１６－２
いすみ市岬町桑田１８３１－３
千葉県長生郡長生村藪塚６０７
いすみ市岬町江場土１５６７－１
山武郡大網白里町大網795-8
千葉市稲毛区宮野木町2149番地3
船橋市浜町2-3-37
千葉県南房総市千倉町瀬戸１６８７番地の２
いすみ市日在1186-1
千葉県佐倉市中志津4-3-6
いすみ市深堀６６２-５
いすみ市岬町三門１８５７－２
君津市人見2-7-10
千葉県山武郡九十九里町不動堂499
いすみ市日在2133-2
いすみ市弥正267-4
いすみ市今関689-9
川崎市高津区上作延906-20
千葉県茂原市下太田1442
船橋市宮本4-4-1
東京都世田谷区太子堂4-1-1
いすみ市引田208-1
大阪府大阪市浪速区敷津東3-7-10
広島県広島市中区上八丁堀8-8第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F
いすみ市大原10109-6
千葉県夷隅郡大多喜町中野281番地

電 話 番 号
04-7092-0659
0439-55-0274
0436-52-8552
043-233-6090
0475-58-8313
0470-87-5550
0475-32-6517
0470-87-8011
0475-72-1321
043-286-0781
047-421-1281
04-7092-0122
0470-62-1535
043-463-5911
0470-63-0437
0470-87-4331
0439-55-0897
0475-76-3162
0470-63-0681
0470-86-4590
0470-86-4202
044-856-6461
0475-34-3610
047-460-4010
03-5431-7750
0470-86-2270
03-5754-5520
082-502-6644
0470-63-9774
0470-83-0009

平成29年9月1日
ＦＡＸ番号
0436-52-8553
043-535-3514
0475-58-7483
0470-87-5985
0475-32-6539
047-421-1282
04-7092-0129
0470-63-1972
0470-63-0438
0470-87-5574
0439-55-0857
0475-76-3162
0470-63-0683
0470-86-4593
4070-80-4954
044-856-6462
0475-34-3921
047-460-4030
0470-86-2287
03-5754-5521
082-502-4660
0470-63-9774
0470-83-0613

備考

