
指定番号 工　事　店　名 代表者名 所　　　在　　　地 電話番号 指定番号 工　事　店　名 代表者名 所　　　在　　　地 電話番号
1 ㈲黒澤鉄工所 黒澤一雄 皆野町大字皆野2335 ６２－０１２６ 72 水道屋さん 宮澤昌貴 長瀞町大字中野上571 ６６－３７１５
2 ㈱カネミツ設備 新井洋志 秩父市熊木町23-2 ２２－０９３４ 74 ㈲守屋燃料店 守屋敏孝 小鹿野町小鹿野1799-4 ７５－１４１１
3 添田設備 添田春彦 長瀞町大字矢那瀬458 ６６－２８４２ 75 ㈱キシオカ 岸岡　薫 横瀬町大字横瀬765 ２２－４７０３
4 ㈲黒澤水道設備 黒澤孝良 秩父市小柱500-1 ６３－２１３１ 76 アイテック 池田正俊 秩父市大野原2301-6 ２２－３６８６
5 ㈱齋藤設備 加藤　正 秩父市上町2-15-11 ２３－３４８３ 77 引間工業 引間英子 秩父市大野原2952-3 ２２－２０４９
6 ㈲新井水道設備 新井順子 皆野町大字皆野610-7 ６２－４５２５ 78 ㈱いさみや 木村　勤 秩父市荒川上田野785-5 ５４－０６３３
7 ㈲秩父設備 高橋信一郎 秩父市中村町4-1-3 ２４－１２３５ 79 テクノスアライ 新井長一 皆野町大字上日野沢1116 ６２－３７０９
10 四方田産業㈱ 四方田武美 皆野町大字皆野1408 ６２－１４８４ 81 ㈲雄　企 黒沢行利 秩父市品沢205 ６２－０１００
11 アライ住設 佐藤輝幸 秩父市下影森265 ２３－２６４７ 82 オカ住設 岡　広行 本庄市牧西49-2 0495-22-4002
12 町田鉄工所 町田孝之 皆野町大字皆野884-9 ６２－０３０４ 83 積和建設埼玉栃木㈱ 瀧田武久 さいたま市東大宮6-14-10 048-686-6611
13 黒澤窯業㈲ 黒澤健一 皆野町大字皆野1905-1 ６２－０１５２ 85 ㈲高橋工務店 高橋浩安 長瀞町大字本野上80-１ ６６－１１１８
14 ㈲浅見菅工 浅見克明 皆野町大字三沢2964 ６５－０５３６ 86 黒沢総合 黒澤幸宏 秩父市黒谷65-1 ２４－４４７１
15 ㈲藤原水道 藤原友太郎 秩父市野坂町1-6-4 ２２－５９１７ 88 高田電気興業 高田昌男 長瀞町大字中野上106 ６６－２６０５
16 日本施設㈱ 大島幹男 秩父市下宮地町9-8 ２２－５８１９ 89 関口建設 関口健司 長瀞町大字長瀞1408-3 ６６－１１７９
17 埼玉文化産業㈱ 加藤朋弥 秩父市野坂町1-12-30 ２２－１６６３ 90 ㈲キヨカワ設備 清川忠夫 秩父市荒川上田野1678-13 ５４－１０４２
18 樋口水道設備 春山雅延 長瀞町大字野上下郷474-1 ６６－２０３５ 91 ㈱たじま住宅設備 金井　毅 本庄市児玉町児玉2293－15 0495-72-7771
19 東設備 東　定義 皆野町大字下田野1098-1 ６２－４６３４ 93 水道設備　イマイ 今井　　彰 小鹿野町小鹿野973 ７５－３０３９
20 ㈲秩北給排水サービス 千葉騏三郎 長瀞町大字長瀞1655-2 ６６－２２１１ 94 金室住宅設備工事店 金室　　浩 皆野町大字大渕503-2 ６２－５３９５
21 ㈲河内電設 河内茂夫 皆野町大字国神668-4 ６２－０７５４ 96 ㈲小沢設備 小沢富男 寄居町大字折原608-1 048-581-6479
23 田島造園緑化㈲ 田島今朝基 皆野町大字皆野2005 ６２－４５０６ 98 設楽住設工業 設楽吉春 秩父市品沢592-5 ６２－６００２
24 有隣興業㈱ 市川牧彦 秩父市上宮地町22-25 ２２－０２１０ 99 ㈱清水商店トータルメンテナンス 若林昌司 秩父市熊木町12-19 ２２－００８３
25 ㈲長瀞土木 新井正人 長瀞町大字中野上1135 ６６－２４８７ 101 ㈱児玉設備工業 飯島健次 神川町八日市８１１－１ 0495-77-4811
26 ㈲小笠原建設 小笠原芳明 皆野町大字皆野2097-3 ６２－０４２８ 104 ㈲長島設備商会 長島規雅 北本市本町4-99 048-591-1304
33 ㈲トヨタ水道 豊田健一 小鹿野町長留491 ７５－３１４７ 106 クロサワ住設 黒澤恵司 秩父市寺尾2047-5 ２２－６８８２
34 ㈱渋谷施設 渋谷竜太 秩父市上町1-2-17 ２３－１２６６ 107 ㈱太　水 松本洋介 寄居町折原785-4 048-598-8440
35 ㈱太陽設備 齋藤宗吾 秩父市寺尾2350-1 ２４－０５３０ 108 小川水道 小川篤史 秩父市中村町2-9-24 23-5265
37 ㈲中野設備 中野政男 小鹿野町下小鹿野216-1 ７５－３６０３ 110 関東日精㈱ 田端直幸 神川町原新田1097-1 0495-77-3850
38 ㈲浅見設備工業 浅見忠孝 秩父市下影森1686-5 ２３－０６５６ 112 日新土木㈲ 新井茂之 秩父市栃谷651-1 ２４－６４７４
39 ㈱中村工務店 中村　晃 皆野町大字皆野1102-3 ６２－０４５８ 113 ㈲新井設備工業 新井基之 神川町大字二ノ宮660-1 0495-77-3452
40 シンテック㈱ 高橋喜美江 長瀞町大字野上下郷3337-1 ６６－０４５７ 115 ウォーターランド 加藤　泰 秩父市下影森678-18 ２３－１９９４
41 ㈲千島建設 千島誠治 皆野町大字三沢833 ６５－０６４８ 116 黒沢設備 黒沢柳太郎 深谷市針ヶ谷817-1 048-585-0825
42 ㈲伊藤商事 若林光夫 皆野町大字皆野2345 ６２－４５６６ 117 ㈲平設備 平　志伸 比企郡滑川町大字伊古158-1 0493-57-1157
43 大沢建材㈲ 大澤優巳 長瀞町大字井戸753 ６６－２００２ 118 福嶋設備 福嶋健芳 秩父市永田町２－７ 23-5182
44 長栄建設㈱ 中畝富子 長瀞町大字野上下郷1920 ６６－２７５０ 119 ㈲小山水道工業所 小山育弘 熊谷市伊勢町360 048-522-1162
46 ㈲マルト設備 冨田知己 秩父市下吉田6242-1 ７７－１３２６ 120 ㈱アイトップ 伊藤隆弘 狭山市入間川2-21-24 04-2952-2274
47 守屋八潮建設㈱ 山口浩人 秩父市宮側町１４番１６号 ２４-４６１１ 121 ㈲へんみ設備 逸見　昇 児玉郡美里町沼上85-2 0495-76-4120
48 茂木設備 茂木幸夫 秩父市黒谷1306-8 ２４－０３３４ 122 中島設備 中島孝幸 深谷市原郷2106-5 048-573-0722
50 ㈲今井住設 今井章弘 本庄市児玉町児玉350-2 0495-72-1894 125 戸矢設備 戸矢正人 児玉郡上里町堤333-2 0495-33-9239
52 久保土建㈲ 久保哲男 皆野町大字下田野1191-2 ６２－１４４２ 126 坂本電気工事店 坂本武志 深谷市櫛引77-1 048-572-7911
53 守屋設備㈱ 守屋友晴 小鹿野町両神小森2258 ７９－１７３０ 127 洸設 町田成徳 秩父市金室町15-16 0494-25-0592
56 駒井建設興業㈱ 駒井　正 秩父市栃谷220-3 ２５－０３８９ 128 大塚設備㈱ 大塚弘司 本庄市児玉町八幡山624-3 0495-72-8580
57 ㈲アザミ水道 浅見修司 秩父市金室町13-10 ２２－７５１５ 129 埼玉特殊工業㈱ 山本富美枝 皆野町大字三沢1338-1 65-0886
58 ㈲新井運輸 新井保弘 皆野町大字金崎56 ６２－１２５１ 130 ㈱アイダ設計 會田貞光 さいたま市大宮区桜木町2丁目286048-726-8613
59 ㈱一志工業 村田伊佐雄 長瀞町大字長瀞618-2 ６６－３０４３ 131 神流設備 藤生敦 児玉郡神川町八日市761-6 0495-77-3089
60 ㈱岡田工務店 岡田儀三郎 皆野町大字皆野31-5 ６２－３２３６ 132 ㈱HANASUI 花田幸一 秩父市荒川上田野427-3 0494-54-3001
61 ㈱萩原工務店 萩原英樹 秩父市野坂町2-16-35 ２４－５０６２ 133 タカイチ設備㈱ 髙橋一哲 本庄市小島4-6-7 0495-71-7576
63 大久原設備 大久原猛 本庄市児玉町共栄314 0495-72-2843 134 飯島建築 飯島孝夫 秩父市黒谷1414－2 23－5650
65 ㈱山口組 山口能弘 秩父市大野原1333 ２２－４７４７ 135 ㈲吉良設備工業 吉良和洋 飯能市大字双柳465－7 042-973-0400
67 ㈲伊藤衛生社 高橋昌裕 皆野町大字皆野2345 ６２－０５２８ 136 ㈱深谷電気工事 山口和人 深谷市上野台2935－4 048-571-4155
68 ㈲梶野建材 梶野輝又 長瀞町大字中野上473-5 ６６－１４１８ 137 ㈱たべい 田部井透 深谷市萱場７５９-３ 048-571-0466
69 ㈱アイ設備 坂本始喜 秩父市山田1633-2 ２２－２５９６ 138 ㈲笠原設備工業所 小田光則 熊谷市上新田４１１ 048-536-3662
70 ㈲さのまち工務店 佐野町明 長瀞町大字本野上692-2 ６６－０８１３ 139 内田設備 内田勝一 深谷市岡2丁目14番地17 048-585-2427
71 ㈲サクラ住研 木土昭夫 秩父郡横瀬町大字横瀬5314－1 ２２－７５００ 140 サンヤ設備 関根大介 秩父市中町16-4 090-2561-1255
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