
1 / 3

※出力日 令和3年4月1日

指定店 代   表   者   住   所

番  号 店   舗   所   在   地

1 有限会社 吉岡水道 代表取締役 大林  平 0279-54-7567 370-3608 北群馬郡吉岡町大字下野田 611-3

2 大場工業㈱ 代表取締役 大場   勲 027-251-3686 371-0857 前橋市高井町 一丁目35番地42

7 栄和設備㈱ 代表取締役 栗田  眞佐代 0279-54-4060 370-3601 北群馬郡吉岡町大字漆原 1367-1

8 ㈱飯塚組 代表取締役 飯塚  淳一 0279-54-2766 370-3602 北群馬郡吉岡町大字大久保 2279-2

9 中澤商事㈱ 代表取締役 中澤　寛剛 0279-54-2821 370-3608 北群馬郡吉岡町大字下野田 788

10 ㈱カナザワ 代表取締役 金澤  一幸 0279-55-0786 370-3602 北群馬郡吉岡町大字大久保3218-10

11 高橋設備工業㈲ 代表取締役 高橋  テル 0279-54-4016 370-3608 北群馬郡吉岡町大字下野田 1052

12 ㈱木之内設備 代表取締役 木ノ内  政明 027-252-7932 371-0847 前橋市大友町三丁目4番地の4

14 福島建築 代　表 福島  武彦 0279-54-2324 370-3607 北群馬郡吉岡町大字小倉 393-2

15 森喜建設㈱ 代表取締役 森田 喜代治 0279-54-3236 370-3606 北群馬郡吉岡町大字上野田 731

16 ぐん・せい建商　株式会社 代表取締役 村上  恵次 0279-54-5685 370-3504 北群馬郡榛東村大字広馬場 2207-1

17 （株）コイケ 代表取締役 小池   孝 027-373-7576 370-3531 高崎市足門町 637番地37

19 勝野建設 株式会社 代表取締役 勝野　政和 0279-54-3551 370-3608 北群馬郡吉岡町大字下野田 592

20 日本燃設㈱ 代表取締役 狩野　聡 0279-24-4111 377-0007 渋川市石原 50-3

21 坂東建設㈲ 代表取締役 高橋  治彦 0279-54-3982 370-3602 北群馬郡吉岡町大字大久保 1738-2

22 ㈱小谷野商事 代表取締役 小谷野 義治 0279-54-3945 370-3608 北群馬郡吉岡町大字下野田 894

23 東栄電工㈱ 代表取締役 関口  慶也 027-362-5836 370-0069 高崎市飯塚町 1447

24 瑞穂建設㈱ 代表取締役 篠原  玄洋 0279-23-0886 377-0008 渋川市渋川 4413-1

25 ㈲目崎設備 代表取締役 目崎    馨 027-252-2752 371-0857 前橋市高井町 1-19-3

28 ㈱ホクト工業 代表取締役 北爪  献悟 027-266-1560 379-2122 前橋市駒形町 939-1

29 石原工業㈱ 代表取締役 斉藤  長作 0279-24-7111 377-0005 渋川市有馬 164

30 ㈲植木工業 代表取締役 植木 美都里 027-251-9752 370-3573 前橋市青梨子町 990-1

32 ㈱シモダ設備工業 代表取締役 下 田 雅 史 027-261-0578 379-2154 前橋市天川大島町 3-57-13

33 松井興業㈱ 代表取締役 松 井  清 0274-67-1112 370-2316 富岡市富岡143番地1

34 工藤管工㈱ 代表取締役 工藤  竜二 027-373-0003 370-3521 高崎市棟高町 1218-1

35 ㈲小林水道工事店 代表取締役 小林   武 0279-54-3045 370-3501 北群馬郡榛東村大字長岡 189

36 戸沢水道設備 代表者 戸澤  伸作 0274-42-2093 375-0003 藤岡市立石新田 467-10

37 ㈱アクア 代表取締役 矢島  敏夫 027-353-1012 370-0033 高崎市中大類町 440-3

38 石田設備 代表者 石田  孝雄 0279-52-2817 377-0005 渋川市北橘町上南室 61-7

39 細野水道設備 代表者 細野  久嗣 0279-54-7934 370-3504 北群馬郡榛東村大字広馬場 508-2

40 新和工業 代　表 新木　健一 0278-24-0203 379-1203 利根郡昭和村大字糸井 466-1

41 群馬水道ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 代　表 西山　雅義 0279-24-5230 377-0026 渋川市南牧 102

42 金沢設備工業 代　表 金沢　重夫 027-374-1716 370-3345 高崎市上里見町 1081-7

43 ㈱タナカ設備工事 代表取締役 田中   正侑 0279-54-2812 370-3502 北群馬郡榛東村大字山子田 乙1271

44 高崎施設工業㈱ 取締役社長 関口   智正 027-322-2198 370-0046 高崎市江木町 82

45 ㈱ダイキョー 代表取締役 吉澤   和男 027-260-6555 371-0007 前橋市上泉町667-3

46 クシダ工業㈱ 代表取締役 串田   洋介 027-362-1234 370-0042 高崎市貝沢町 甲965

47 株式会社 松本工業 代表取締役 松本   竜明 027-373-7019 370-3511 高崎市金古町213番地1

48 石坂商店 代表 石坂   秋雄 0279-53-3664 377-0202 渋川市中郷 2684

50 ㈱須田ホームサービス 代表取締役 須田善徳 027-373-4156 370-0818 高崎市赤坂町80

52 ㈲戸塚工業所 代表取締役 戸塚　隆 027-373-2752 370-3511 高崎市金古町192

53 福島工業㈱ 代表取締役 福島　一哉 027-251-6672 371-0856 前橋市総社町高井68-1

54 ㈲竹井設備 代表取締役 竹井　理 0279-24-2872 377-0023 渋川市明保野3662-26

55 ㈱小川設備 代表取締役 小川　靖 0278-23-0507 378-0002 沼田市横塚町1139-4

56 ケービック 代表 小池　隆行 0279-55-1270 370-3608 北群馬郡吉岡町大字下野田1664

57 ㈲新和設備 代表取締役 矢野和登志 0279-72-4870 377-0101 渋川市伊香保町湯中子537-23

58 丸順工業㈱ 代表取締役 吉井　孝司 027-343-3357 370-0873 高崎市下豊岡町1180-16

59 吉田設備 代表 吉田　祐司 0274-74-3478 370-2213 甘楽郡甘楽町白倉2323

62 おおご設備 代表 石井　章夫 027-283-8032 371-0233 前橋市横沢町674-2

63 ㈲大家設備 代表取締役 大家　進 027-234-3888 371-0033 前橋市国領町2丁目6-7

64 ㈲エムテック 代表取締役 礒野　昌弘 027-221-1120 371-0805 前橋市南町4丁目41-2

65 金井興業㈱ 代表取締役 清水　英樹 027-251-6851 371-0845 前橋市鳥羽町36-1

66 ㈱髙橋水道設備 代表 髙橋　文夫 027-269-5648 371-0002 前橋市江木町1075-26

67 井沢電機 代表 井澤　實 0274-74-9543 370-2204 甘楽郡甘楽町秋畑1542

68 ㈱アリマ設備工業 代表取締役 櫻井　正則 027-361-8231 370-0071 高崎市小八木町1812-2

69 ヨシダ設備興業㈱ 代表取締役 吉田　裕之 027-361-1030 370-0071 高崎市小八木町921

70 清水水道 代表 清水　貞夫 0279-54-5725 370-3503 北群馬郡榛東村大字新井1412-2

71 ㈲ミヤタ総合設備 代表取締役 宮田　徹 0278-23-1040 378-0005 沼田市久屋原町133-3

72 ㈲本間 代表取締役 本間　豊久 0270-63-1307 379-2225 伊勢崎市上田町178-1

74 大協ハウス㈱ 代表取締役 吉田　大一郎 027-288-4004 371-0116 勢多郡富士見村原之郷1182-2

75 日幸工業㈱ 代表取締役 森田　幸文 0279-52-3854 377-0052 渋川市北橘町上箱田304

76 ㈲三栄設備 代表取締役 金井　要 027-224-4897 379-2154 前橋市天川大島町322

77 ㈱栗原組 代表取締役 栗原　勝利 027-372-6112 371-0857 高崎市北原町69-5

78 ㈲榮光設備工業 代表取締役 吉野　榮一 027-232-5785 371-0048 前橋市田口町900-1

吉 岡 町 水 道 事 業 給 水 装 置 工 事 指 定 事 業 者

代 表 者 名職    名  名     称 店 舗 電 話 郵便番号
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指定店 代   表   者   住   所

番  号 店   舗   所   在   地

吉 岡 町 水 道 事 業 給 水 装 置 工 事 指 定 事 業 者

代 表 者 名職    名  名     称 店 舗 電 話 郵便番号

79 五常工業㈱ 代表取締役 原　丈一 0270-64-5111 370-1103 佐波郡玉村町樋越124-3

80 ㈱三国 代表取締役 小野里　等 027-267-0019 379-2123 前橋市山王町1-14-12

81 ㈲ケイ・アイ・エヌ 代表取締役 金澤　美智則 027-329-7711 370-0842 高崎市北双葉町9-17

82 ㈲佐藤設備 代表取締役 佐藤　茂 0279-59-2452 377-0312 渋川市小野子40-1

83 三峰住宅工業㈱ 代表取締役 野村　清志 0278-22-3936 378-0035 沼田市井土上町254-1

84 ㈱フェニックス 代表取締役 杉本　宣雄 027-322-1000 370-0861 高崎市八千代町1-17-1

85 サンエツ設備 代表 橳島　亘 027-387-7732 370-2132 多野郡吉井町吉井720-3

86 荻原設備㈱ 代表取締役 角田　雅仁 027-322-2281 370-0864 高崎市石原町1216

87 株式会社 貝沢設備工業 代表取締役 田中　良明 027-362-3723 370-0004 高崎市井野町1141番地1 Felicita・F

89 ㈲磯田興業 代表取締役 磯田　雅雄 027-265-3309 371-0813 前橋市後閑町354-1

90 美山水道㈲ 代表取締役 山本　勝則 027-362-0682 370-0802 高崎市上並榎町92-3

91 ㈲相川興業 代表取締役 相川　道昭 0279-23-4680 377-0004 渋川市半田861

92 宮地管工㈱ 代表取締役 宮地　秀典 027-224-2362 371-0018 前橋市三俣町1-45-26

93 ㈲中央住宅設備 代表取締役 岸　吉郎 027-373-1261 370-3531 高崎市足門町1042

94 ㈲狩野工業 代表取締役 狩野　真介 0279-23-9412 377-0064 渋川市渋川2138-51

96 髙野設備興業 代表 髙野　博行 027-232-4911 371-0061 前橋市城東町4-21-8

97 津久井設備 代表 津久井　学 0278-24-9938 378-0022 沼田市久屋原町17-3

98 ㈲上星商店 代表取締役 上 星  和 彦 027-026-0581 372-0031 伊勢崎市今泉町2-823

99 ㈲マルチ住設 代表取締役 秋 山  和 茂 048-585-7332 369-0201 埼玉県深谷市岡2751-1

100 ㈱小熊工業 代表取締役 小 熊  康 弘 027-261-1229 371-0812 前橋市広瀬町1-9-9

102 ㈲クリエイト工業 代表取締役 喜 多 富 夫 0279-24-5755 377-0008 渋川市渋川3640-22

103 ㈱クラシアン 代表取締役 鈴木　一也 0120-500-500 222-0033 横浜市港北区新横浜1-2-1

104 ㈲吉澤工業 代表取締役 吉 澤 利 行 0278-22-1493 379-1202 利根郡昭和村大字貝野瀬734

105 ㈱テクノ・ヒラカタ 代表取締役 平 形 真 二 0279-30-8037 377-0311 渋川市村上2822-1

106 誠興設備工業㈱ 代表取締役 栁 井  誠 027-288-9270 371-0111 勢多郡富士見村米野974-2

107 ㈱富士設備 代表取締役 小谷野 弘 文 027-363-1125 370-0069 高崎市飯塚町1501-2

108 片貝設備 代表 片 貝 美 之 0279-23-4179 377-0064 渋川市北橘町八崎258-7

109 宮野環境設備㈱ 代表取締役 宮 野 守 一 027-346-2468 370-1201 高崎市倉賀野町567-4

110 ㈱清水工業所 代表取締役 清 水 榮 一 027-374-1560 370-3342 高崎市下室田町1285-2

111 関東日精㈱ 代表取締役 田 端 直 幸 0495-77-3850 367-0242 埼玉県児玉郡神川町原新田1097-1

112 関口設備工業 代表 関 口  務 0270-76-3801 370-0103 伊勢崎市境下渕名2835-1

113 ㈲宮一設備 代表取締役 宮 一 英 明 027-325-1817 370-1214 高崎市根小屋町2077-1

114 髙橋設備工業 代表 髙 橋 安 二 0278-22-4548 378-0035 沼田市井土上町1120-8

115 アキモト設備工業㈱ 代表取締役 秋 本 光 之 027-388-9625 370-0881 高崎市町屋町911-3

116 ㈲マサオ設備工業 代表取締役 髙 橋 正 夫 0279-52-3179 377-0061 渋川市北橘町下箱田440-3

117 ㈱ベルテックス 代表取締役 小 山 旨 利 027-384-3818 370-0848 高崎市鶴見町7-5-305

118 ㈲石澤設備工業 代表取締役 石 澤 和 巳 027-288-4793 371-0115 前橋市富士見町小沢168-2

119 ㈱カノウ設備 代表取締役 狩 野 幸 男 027-372-1638 370-3516 高崎市稲荷台町135-１

120 新創建設株式会社 代表取締役 狩野　和彦 0279-56-2115 379-1103 渋川市赤城町津久田167-10

121 ㈱大和家住宅機器 代表取締役 原　元宏 0270-65-2753 370-1122 佐波郡玉村町大字上茂木123-3

122 ㈱相互建設工業 代表取締役 池田　律夫 027-343-1995 370-0076 高崎市下小塙町612-13

123 ㈲岡崎設備 代表取締役 岡崎　修道 0279-23-9032 377-0008 渋川市渋川1997-9

124 ㈲梅田設備 代表取締役 梅田　聡彦 0279-53-3328 377-0206 渋川市横堀228

125 ㈱小野組 代表取締役 小野　トキ 0279-23-2823 377-0005 渋川市有馬1276

126 ㈱塚田商会 代表取締役 塚田　信男 027-373-1100 370-3514 高崎市東国分町281-2

127 ㈲渡辺興業 代表取締役 渡邉　訓 0270-65-4445 370-1133 佐波郡玉村町大字上新田1070-3

128 山中工業㈱ 代表取締役 山中　啓至 027-364-3331 370-0072 高崎市大八木町9

129 ㈲塚越住設 取締役 塚越　康夫 027-371-6131 370-3102 高崎市箕郷町生原1983-13

130 ㈱稔和 代表取締役 原　和生 0278-30-5008 378-0061 沼田市岡谷町420 

131 ㈲空衛アシスト 代表取締役 飯塚  斉 027-283-8595 371-0245 前橋市市之関町1049-14

132 ㈲石井設備 代表取締役 石井　潤一 0279-25-0445 377-0008 渋川市渋川1907-21

133 小林工事 代表者 小林　丈二 0279-25-7719 370-3608 吉岡町下野田1269－1

134 樋口建設㈱ 代表取締役 樋口　勝彦 0279-20-2100 377-0205 渋川市北牧820-22

135 小林商会 代表者 小林　公夫 0279-25-8972 370-3607 北群馬郡吉岡町大字小倉318

136 株式会社ツカダ住設 代表者 塚田　哲雄 027-350-3380 370-3515 高崎市塚田町224-1

137 相澤工業株式会社 代表取締役 相澤　二郎 027-373-0062 370-3525 高崎市三ツ寺町1175

138 株式会社カナメ 代表取締役 矢端　要一 027-261-1520 371-0812 前橋市広瀬町1-6-22

139 ヨネザワ設備 代表取締役 米沢　英明 0279-26-7482 370-3606 北群馬群吉岡町上野田113

140 株式会社植原設備工業 代表取締役 植原和義 027-343-8282 370-0884 高崎市八幡町711-1

141 エス・テー・テクノ（株） 代表取締役 反町和枝 027-370-6260 370-0042 高崎市貝沢町1227-1

142 北澤設備 代表者 北澤孝吉 0279-52-4598 377-9954 渋川市北橘町下南室523-5

143 フルヤ設備 代表者 古谷義行 027-371-4580 370-3107 高崎市箕郷町矢原952-1

144 藤岡管設株式会社 代表取締役 設楽岩夫 0274-22-4050 375-0015 藤岡市中栗須322-7

145 株式会社エイテック 代表取締役 秋本　昭 027-386-9720 370-0886 高崎市下大島町40-1

146 (有)渡辺沖次郎商店 代表取締役 渡辺　誠 027-231-0793 371-0018 前橋市三俣町一丁目27番地の16

147 株式会社　木村設備 代表取締役 木村　紀之 027-362-5904 370-0008 高崎市正観寺町604番地2

148 横田設備 代表取締役 横田　賢一 027-269-5003 371-0133 前橋市端気町276番地

149 株式会社ニーズ 代表取締役 石井　秀也 027-226-5953 379-2154 前橋市天川町1670番地18



3 / 3

※出力日 令和3年4月1日

指定店 代   表   者   住   所

番  号 店   舗   所   在   地

吉 岡 町 水 道 事 業 給 水 装 置 工 事 指 定 事 業 者

代 表 者 名職    名  名     称 店 舗 電 話 郵便番号

151 有限会社　内川水道設備 代表取締役 内川　将伯 027-344-5490 370-3334 高崎市本郷町2035番地

152 ワイズテック　株式会社 代表取締役 山﨑　豊 0279-51-8290 377-0007 渋川市石原1223-2

153 有限会社　金井住設 代表取締役 金井　健一 027-373-1292 370-3521 高崎市棟高町1071番地4

154 藤井水道工業 代表者 藤井　俊彦 027-373-0563 370-3522 高崎市菅谷町1194番地2

155 勇建設 代表者 丸山　勇 027-310-0677 370-3517 高崎市引間町290-8

156 株式会社　今井工務店 代表取締役 今井　重雄 0279-72-3801 377-0101 渋川市伊香保町湯中子35番地

157 株式会社　坂井住設 代表取締役 坂井　真二 0495-76-4833 367-0117 埼玉県児玉郡美里町大字白石1452番地16

158 株式会社　後藤設備 代表取締役 後藤　絹代 0270-50-7581 372-0043 伊勢崎市緑町17番21号

159 株式会社　アイダ設計 代表取締役 會田　貞光 048-726-8613 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目286番地

160 林　設備 代表者 林　美保 027-285-4070 371-0216 前橋市粕川町込皆戸75番地7

161 下田農機具店 代表 横山　和可 027-288-2070 371-0104 前橋市富士見町時沢547番地

162 有限会社　アクア 代表取締役 久保　淳 0495-23-2433 367-0061 埼玉県本庄市小島二丁目13番15号

163 株式会社　イースマイル 代表取締役 島村　禮孝 06-7739-2525 542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目7番3号

164 株式会社　N'sブレーン 代表取締役 永井　健介 027-340-1161 370-3343 高崎市下里見町1355番地2

165 月白工業　株式会社 代表取締役 入沢　光広 027-232-8070 371-0056 前橋市青柳町447番地2

166 ファイブスターズ　株式会社 代表取締役 小笠原　利晃 0279-24-8330 377-0002 渋川市中村786

167 hangover 代表 黒石　大介 027-288-7686 371-0101 前橋市富士見町赤城山1203-31

168 井口建設　株式会社 代表取締役 井口　昭宏 0279-22-1852 377-0007 渋川市石原903番地の1

169 株式会社　エクテス 代表取締役 森田　政晴 0279-54-9743 370-3602 北群馬群吉岡町大字大久保2892番地の1

170 井野設備工業　株式会社 代表取締役 井野　充 0274-25-8162 375-0011 藤岡市岡之郷甲482

171 マルキ工業　株式会社 代表取締役 木村　幸良 0495-21-0349 367-0046 埼玉県本庄市栄一丁目6番12号

172 有限会社　佐藤建設工業 代表取締役 佐藤　勉 0278-53-4726 378-0317 沼田市利根町多那2268

173 株式会社　PEAKS 代表取締役 峰川　潤 027-288-0090 371-0853 前橋市総社町三丁目7番地13

174 株式会社　関水 代表取締役 関根　健二 027-212-9738 370-3574 前橋市清野町60番地5

175 株式会社　アクアライン 代表取締役 大垣内　剛 082-502-6644 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀8番8号第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F

176 中村設備 代表 中村　靖司 027-371-7698 370-3107 高崎市箕郷町381-7

177 株式会社　諸田総業 代表取締役 諸田　政彦 0278-22-7779 378-0013 沼田市新町415番地4

178 南風設備 安心急行24 代表 南雲　正紀 0279-54-6716 370-3503 北群馬郡榛東村大字新井683番地28

179 C＆M 代表 阿久津　大 0276-55-5106 373-0057 太田市本町28番38-1

180 無有設備工事 代表 林　弘康 0278-66-0029 379-1404 利根郡みなかみ町相俣17番地1

181 くしぶち設備 代表 櫛渕　強志 0278-25-3042 379-1304 利根郡みなかみ町下牧344番地1

182 株式会社　金井工務店 代表取締役 金井　辰男 0278-24-2886 378-0015 沼田市戸鹿野町608-1

183 有限会社　三原冷熱サービス 代表取締役 三原　洋 0279-23-9774 377-0007 渋川市石原975番地2

184 株式会社　ヤマニ熱工業 代表取締役 角張　智之 027-225-7400 371-0024 前橋市表町二丁目18番15号

185 有限会社　シライワ設備 代表取締役 白岩　弘之 027-346-5720 370-1201 高崎市倉賀野町1111番地8

186 芙蓉建設　株式会社 代表取締役 粕川　秀行 0279-23-5018 377-0064 渋川市北橘町八崎1440番地

187 ティーツープラミング 代表 関　哲哉 0279-75-5588 377-0423 吾妻郡中之条町大字伊勢町423-8

188 有限会社　木暮工業設備 代表取締役 木暮　信之 0279-23-4672 377-0004 渋川市半田1923-8

(ﾌｧｲﾙ保管場所･ﾌｧｲﾙ名:｢ﾏｲﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ｣｢00.上水道室関係｣｢03.給水装置工事事業者指定関係｣｢00.指定給水装置工事業者新規・変更・廃止届｣｢00.指定工事店受付処理｣)

　※指定店番号の無い番号は欠番です。


