
工　事　店　名 所　　　在　　　地 電話番号

㈲黒澤鉄工所 秩父郡皆野町大字皆野2335 ６２－０１２６

添田設備 秩父郡長瀞町大字矢那瀬458 ６６－２８４２

㈲新井水道設備 秩父郡皆野町大字皆野610-7 ６２－４５２５

㈲小林水道設備 秩父郡長瀞町大字長瀞1516-12 ６６－３１９６

四方田産業㈱ 秩父郡皆野町大字皆野1408 ６２－１４８４

町田鉄工所 秩父郡皆野町大字皆野884-9 ６２－０３０４

黒澤窯業㈲ 秩父郡皆野町大字皆野1905-1 ６２－０１５２

㈲浅見菅工 秩父郡皆野町大字三沢2964 ６５－０５３６

樋口水道設備 秩父郡長瀞町大字野上下郷474-1 ６６－２０３５

東設備 秩父郡皆野町大字下田野1098-1 ６２－４６３４

㈲秩北給排水サービス 秩父郡長瀞町大字長瀞1655-2 ６６－２２１１

㈲河内電設 秩父郡皆野町大字国神668-4 ６２－０７５４

田島造園緑化㈲ 秩父郡皆野町大字皆野2022-9 ６５－０７２８

㈲長瀞土木 秩父郡長瀞町大字中野上1135 ６６－２４８７

㈲小笠原建設 秩父郡皆野町大字皆野2097-3 ６２－０４２８

アメミヤ興業㈱ 秩父郡長瀞町大字野上下郷1405 ６６－１１２０

㈱中村工務店 秩父郡皆野町大字皆野1102-3 ６２－０４５８

シンテック㈱ 秩父郡長瀞町大字野上下郷3337-1 ６６－０４５７

㈲千島建設 秩父郡皆野町大字三沢833 ６５－０６４８

㈲伊藤商事 秩父郡皆野町大字皆野2345 ６２－４５６６

大沢建材㈲ 秩父郡長瀞町大字井戸753 ６６－２００２

長栄建設㈱ 秩父郡長瀞町大字野上下郷1920 ６６－２７５０

守屋八潮建設㈱皆野支店 秩父郡皆野町大字大渕11-1 ６２－１１２１

久保土建㈲ 秩父郡皆野町大字下田野1191-2 ６２－１４４２

㈲新井運輸 秩父郡皆野町大字金崎56 ６２－１２５１

㈱一志工業 秩父郡長瀞町大字長瀞618-2 ６６－３０４３

㈱岡田工務店 秩父郡皆野町大字皆野31-5 ６２－３２３６

㈱ヒマワリ建設 秩父郡長瀞町大字長瀞851-11 ６６－３０６１

㈲伊藤衛生社 秩父郡皆野町大字皆野2345 ６２－０５２８

㈲梶野建材 秩父郡長瀞町大字中野上473-5 ６６－１４１８

㈲さのまち工務店 秩父郡長瀞町大字本野上692-2 ６６－０８１３

水道屋さん 秩父郡長瀞町大字中野上571 ６６－３７１５

㈱テクノスアライ 秩父郡皆野町大字上日野沢1116 ６２－３７０９

㈱北爪組 秩父郡皆野町大字皆野2182-1 ６２－０４６０

㈲高橋工務店 秩父郡長瀞町大字本野上80-１ ６６－１１１８

高田電気興業 秩父郡長瀞町大字中野上106 ６６－２６０５

㈲関口建設 秩父郡長瀞町大字長瀞1408-3 ６６－１１７９

金室住宅設備工事店 秩父郡皆野町大字大渕503-2 ６２－５３９５

石黒石材店 秩父郡皆野町大字皆野2155-4 ６２－０８２１

埼玉特殊工業（株） 秩父群皆野町大字三沢1338-1 ６６-０８８６
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皆野・長瀞下水道組合指定工事店

皆野・長瀞町内業者



工　事　店　名 所　　　在　　　地 電話番号

㈱カネミツ設備 秩父市熊木町23-2 ２２－０９３４

㈲黒澤水道設備 秩父市小柱500-1 ６３－２１３１

㈱齋藤設備 秩父市上町2-15-11 ２３－３４８３

㈲秩父設備 秩父市中村町4-1-3 ２４－１２３５

㈲アライ住設 秩父市下影森265 ２３－２６４７

㈲藤原水道 秩父市野坂町1-6-4 ２２－５９１７

日本施設㈱ 秩父市下宮地町9-8 ２２－５８１９

埼玉文化産業㈱ 秩父市野坂町1-12-30 ２２－１６６３

有隣興業㈱ 秩父市上宮地町22-25 ２２－０２１０

㈲喜多園水道部 秩父市下宮地町6-18 ２３－２２９２

㈲トヨタ水道 秩父郡小鹿野町大字長留491 ７５－３１４７

㈱渋谷施設 秩父市上町1-2-17 ２３－１２６６

㈱太陽設備 秩父市寺尾2350-1 ２４－０５３０

㈲中野設備 秩父郡小鹿野町大字下小鹿野216-1 ７５－２３７１

㈲浅見設備工業 秩父市下影森1686-5 ２３－０６５６

㈲マルト設備 秩父市下吉田6242-1 ７７－１３２６

㈲茂木設備 秩父市黒谷1306-8 ２４－０３３４

守屋設備 秩父郡小鹿野町大字両神小森2373 ７９－０２９０

駒井建設興業㈱ 秩父市栃谷220-3 ２５－０３８９

㈲アザミ水道 秩父市金室町13-10 ２２－７５１５

㈱萩原工務店 秩父市野坂町2-16-35 ２４－５０６２

㈲中島土木 秩父市大野原1337-6 ２４－００５２

㈱山口組 秩父市大野原1333 ２２－４７４７

㈱アイ設備 秩父市山田1633-2 ２２－２５９６

㈲サクラ住研 秩父市日野田町2-6-16 ２２－７５００

㈲守屋燃料店 秩父郡小鹿野町大字小鹿野1799-4 ７５－１４１１

㈱キシオカ 秩父郡横瀬町大字横瀬765 ２２－４７０３

アイテック 秩父市大野原2301-6 ２２－３６８６

引間工業 秩父市大野原2952-3 ２２－２０４９

㈱いさみや 秩父市荒川上田野785-5 ５４－０６３３

㈲雄　企 秩父市品沢205 ６２－０１００

黒沢綜合 秩父市黒谷65-1 ２４－４４７１

㈲キヨカワ設備 秩父市荒川上田野1678-13 ５４－１０４２

㈲小林石油店 秩父郡小鹿野町大字下小鹿野764 ７５－２１１５

水道設備　イマイ 秩父郡小鹿野町大字小鹿野973 ７５－３０３９

設楽住設工業 秩父市品沢592-5 ６２－６００２

㈱清水商店トータルメンテナンス 秩父市熊木町12-19 ２２－００８３

クロサワ住設 秩父市寺尾2047-5 ２２－６８８２

小川水道 秩父市中村町2-9-24 ２３－５２６５

上林水道 秩父市荒川久那3969-6 ２５－６６７８

日新土木㈲ 秩父市栃谷651-1 ２４－６４７４

㈱松岡組 秩父市大野原2799-3 ２３－８０５８

ウォーターランド 秩父市下影森678-18 ２３－１９９４

福嶋設備 秩父市永田町2-7 ２３－５１８２

洸設 秩父市金室町1-10-502 ２５-０５９２

秩父郡市内業者



工　事　店　名 所　　　在　　　地 電話番号

㈲今井住設 本庄市児玉町児玉350-2 0495-72-1894

大久原設備 本庄市児玉町共栄314 0495-72-2843

オカ住設 本庄市牧西49-2 0495-22-4002

積和建設埼玉㈱ さいたま市見沼区東大宮6-14-10 048-686-7331

㈱たじま住宅設備 本庄市児玉町児玉2293-15 0495-72-7771

㈲小沢設備 大里郡寄居町大字折原608-1 048-581-6479

設楽住設 本庄市児玉町太駄1974-1 049-578-0575

上柴設備 深谷市上柴町東3-1-10 048-573-3312

児玉設備工業 児玉郡神川町大字八日市811-1 0495-77-4811

㈲石原住宅設備 熊谷市石原323-4 048-522-2807

㈲長島設備商会 北本市本町4-99 048-591-1304

㈱太　水 大里郡寄居町大字折原785-4 048-598-8440

関東日精㈱ 児玉郡神川町大字原新田1097-1 0495-77-3850

㈲新井設備工業 児玉郡神川町大字二ノ宮660-1 0495-77-3452

黒沢設備 深谷市針ヶ谷817-1 048-585-0825

㈲平設備 比企郡滑川町大字伊古158-1 0493-57-1157

㈲小山水道工業所 熊谷市伊勢町360 048-522-1162

㈱アイトップ 狭山市入間川2-21-24 04-2952-2274

㈲へんみ設備 児玉郡美里町沼上85-2 0495-76-4120

中島設備 深谷市原郷2106-5 048-573-0722

㈱福田設備工業 加須市中種足1529 0480-73-2848

戸矢設備 児玉郡上里町堤333-2 0495-33-9239

坂本電気工事店 深谷市櫛引77-1 048-572-7911

大塚設備㈱ 本庄市児玉町八幡山624-3 0495-72-8580

埼玉県内業者
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