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1 株式会社 アクアプラント
2 新井工業 株式会社

千葉市中央区

生実町827-7

043-265-6803

千葉市中央区

稲荷町2-4-15

043-266-7151

3 株式会社 イチカン
4 株式会社 一隆興業

千葉市中央区

塩田町605-4

043-305-1040

千葉市中央区

矢作町407-3

043-225-7126

5 有限会社伊藤住設工業千葉支店
6 株式会社 伊藤水道

千葉市中央区

春日2-26-11

043-248-9159

千葉市中央区

新千葉3-14-12

043-241-4335

7 及川工業 株式会社
8 株式会社 大泉建設

千葉市中央区

浜野町1312

043-209-3350

千葉市中央区

今井町1347-2

043-263-3023

9 小河原工業 株式会社
10 春日システムテクノ 株式会社

千葉市中央区

浜野町1181

043-263-6216

千葉市中央区

春日2-15-3

043-241-9141

11 有限会社 共栄設備
12 株式会社 共同テクノ

千葉市中央区

大森町283

043-264-8546

千葉市中央区

神明町206-3

043-241-0881

13 共和建設 株式会社
14 栗原建工 株式会社

千葉市中央区

弁天2-4-9

043-251-5914

千葉市中央区

末広1-17-1

043-224-4426

15 浩栄住設
16 高信設備

千葉市中央区

今井町1493-12

043-268-8704

千葉市中央区

千葉寺町131

043-266-7255

17 有限会社 高和設備
18 三愛設備 株式会社

千葉市中央区

松波1-9-12

043-251-5754

千葉市中央区

中央区生実町2504

043-261-1275

19 芝工業 株式会社
20 株式会社 信和アセント

千葉市中央区

本町3-3-15

043-225-5222

千葉市中央区

祐光1-34-8

043-227-6431

21 有限会社 須藤工業所
22 第一設備工業株式会社千葉支店

千葉市中央区

都町963-4

043-231-6251

千葉市中央区

亥鼻1-5-7

043-227-4581

23 タカエス設備
24 株式会社 田中設備水道

千葉市中央区

祐光4-19-16

043-226-1316

千葉市中央区

矢作町362

043-227-5018

25 田村設備 株式会社
26 千葉アロー 株式会社

千葉市中央区

生実町96-3

043-268-5971

千葉市中央区
千葉市上下水道指定工事店協同組合
27
千葉市中央区
28 株式会社 千葉水道センター
千葉市中央区

宮崎町709-5

043-261-5371

中央港2-5-14

043-246-6308

中央港2-5-15

043-241-6091

29 有限会社 中央商事
30 中央水道 株式会社

千葉市中央区

生実町887-1

043-261-4121

千葉市中央区

松波3-3-3

043-254-0111

31 株式会社 パウス
32 株式会社 富士工業

千葉市中央区

本町1-4-1

043-225-7111

千葉市中央区

蘇我5-22-11

043-266-7242

33 富士総建 株式会社
34 有限会社 細谷工務店

千葉市中央区

南町3-11-17

043-263-8585

千葉市中央区

松ケ丘町607

043-309-7331

35 株式会社 松樹工業
36 有限会社 松崎設備

千葉市中央区

星久喜町627-61

043-265-5352

千葉市中央区

川戸町512-8

043-266-3333

37 岬水道 株式会社
38 水野重機 株式会社

千葉市中央区

南町2-22-8

043-265-4433

千葉市中央区

南町3-18-4

043-263-1613

39 株式会社 山木屋住宅設備
40 有限会社 ヨシダ住設

千葉市中央区

椿森1-22-13

043-251-5387

千葉市中央区

仁戸名町411

043-266-6073

41 株式会社 ライクス

千葉市中央区

中央港1-2-21

043-215-7045
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1 アスカ工業 株式会社
2 株式会社 アスト

千葉市花見川区 作新台1-20-33

043-259-7156

千葉市花見川区 三角町640-1

043-259-8651

3 有限会社 内設備工業
4 有限会社 オナギ商店

千葉市花見川区 こてはし台3-1-22

043-258-6401

千葉市花見川区 犢橋町603

043-259-4303

5 有限会社 京葉水道
6 有限会社 京葉テクノワークス

千葉市花見川区 花園町2481-6

043-273-8569

千葉市花見川区 浪花町2859-1

043-275-4108

7 コウユウ設備 株式会社
8 幸和建設 株式会社

千葉市花見川区 三角町41-4

043-441-4476

千葉市花見川区 三角町240-9

043-259-2431

9 有限会社 下山設備工業
10 聡明設備 株式会社

千葉市花見川区 天戸町1399

043-259-0677

千葉市花見川区 こてはし台5-16-11

043-306-6861

11 竹ノ内設備
12 有限会社 ちぐさ設備

千葉市花見川区 浪花町977番地１ 検見川ﾊｲﾂ1－207
043-276-2077
千葉市花見川区 千種町158-5

043-259-7093

13 有限会社 チトセ管工
14 株式会社 千葉管工事

千葉市花見川区 こてはし台2-13-15

043-259-3675

千葉市花見川区 三角町83

043-258-0050

15 株式会社 千葉プランテーション
16 中央日化サービス 株式会社

千葉市花見川区 千種町165-13

043-298-0007

千葉市花見川区 犢橋町1627-12

043-259-2971

17 株式会社 鶴岡商会
18 都葉設備 株式会社

千葉市花見川区 犢橋町1112

043-259-2007

千葉市花見川区 三角町257-12

043-259-6513

19 有限会社 生井澤工業
20 有限会社 林設備

千葉市花見川区 朝日ヶ丘4-2-46

043-271-5256

千葉市花見川区 長作町1298-1

043-205-4355

21 平山設備
22 有限会社 北都工業

千葉市花見川区 武石町2-611-2

043-273-4655

千葉市花見川区 花園町37-14

043-273-7044

23 有限会社 幕張設備
24 有限会社 松戸工業所

千葉市花見川区 武石町1-534-1-203

043-275-4181

千葉市花見川区 横戸町918

043-259-5410

25 松永設備
26 矢口設備

千葉市花見川区 花見川3-2-403

043-286-0797

千葉市花見川区 柏井町1615-8

047-486-9319

27 八代工業 有限会社
28 株式会社 山口管工設備

千葉市花見川区 幕張本郷2-39-3

043-272-6444

千葉市花見川区 朝日ヶ丘4-5-17

043-271-7539

29 Ｕ．Ｉ設備
1 株式会社 アース水道センター

千葉市花見川区 西小中台2-19-103

043-272-2147

千葉市稲毛区

園生町397-24

043-372-1640

2 株式会社 アート設備建設
3 有限会社 アイザワ水道２４

千葉市稲毛区

園生町393-2

043-298-9111

千葉市稲毛区

園生町509-1

043-290-6077

4 有限会社 アクアシステム
5 有限会社 アン・プランニング

千葉市稲毛区

長沼原町793-4

043-286-7588

千葉市稲毛区

小深町75-1ビラ森花102

043-304-2601

6 有限会社 飯田産業
7 有限会社 泉澤設備工業

千葉市稲毛区

宮野木町1171-1

043-284-7199

千葉市稲毛区

長沼町134-27

043-250-7823

8 有限会社 一代ホームサービス
9 岩田産業 株式会社

千葉市稲毛区

小仲台7-21-27-306

043-253-1600

千葉市稲毛区

長沼町335

043-259-7266

10 株式会社 ウッディホーム
11 大瀧設備設計

千葉市稲毛区

長沼原町286-1

043-258-0971

千葉市稲毛区

長沼町132-17

043-286-6052

12 笠川工業 株式会社

千葉市稲毛区

園生町745

043-253-5151
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13 株木建設工業 株式会社
14 株式会社 高真組

千葉市稲毛区

山王町364－1

043-488-4488

千葉市稲毛区

山王町135

043-422-3017

15 株式会社 桜木設備
16 株式会社 サンキ

千葉市稲毛区

園生町247-1

043-306-5888

千葉市稲毛区

緑町1-2-10

043-205-4285

17 株式会社 昇和建設千葉支店
18 株式会社 シンドウ環境センター

千葉市稲毛区

長沼原町505-1

043-259-0050

千葉市稲毛区

天台3-4-12

043-252-3495

19 誠輝管工株式会社
20 有限会社 清宮興業

千葉市稲毛区

山王町201-14

043-424-9133

千葉市稲毛区

山王町295-18

043-424-7347

21 株式会社 センエー
22 有限会社 全農企画開発

千葉市稲毛区

黒砂2-12-11

043-241-3156

千葉市稲毛区

園生町509-51

043-206-1062

23 大和設備工業 株式会社
24 株式会社 長沼

千葉市稲毛区

天台4-1-12

043-254-2323

千葉市稲毛区

長沼町247-133

043-259-6663

25 有限会社 長沼興業社
26 株式会社 日設工業

千葉市稲毛区

宮野木町2148-4

043-250-7729

千葉市稲毛区

長沼町108-1

043-250-7751

27 株式会社 ニューアトラス
28 株式会社 マツカワ住器

千葉市稲毛区

あやめ台3-4-101

043-259-8260

千葉市稲毛区

小仲台7-9-5 AKﾋﾞﾙ

043-284-4126

29 有限会社 明和設備
30 株式会社 吉田建設工業

千葉市稲毛区

天台5-28-2

043-256-5656

千葉市稲毛区

園生町245-3

043-251-8614

31 株式会社 和弘
1 アイティーエンジニアリング

千葉市稲毛区

宮野木町2149-3

043-286-0781

千葉市若葉区

大宮町4042-27

043-234-3126

2 有限会社 秋元住設
3 有限会社 秋山組

千葉市若葉区

大宮町2352-2

043-265-7176

千葉市若葉区

小倉台6-1167-2

043-232-2564

4 イチハラ住設
5 有限会社 一正土木

千葉市若葉区

桜木3-2-13

043-231-4606

千葉市若葉区

貝塚2-1-5

043-231-5866

6 一志プラント工業 株式会社
7 植木工務店

千葉市若葉区

加曽利町1048-1

043-237-7262

千葉市若葉区

桜木2-7-11

043-233-1943

8 かずさ總建 株式会社
9 有限会社 片山設備

千葉市若葉区

若松町531-50

043-304-7900

千葉市若葉区

043-231-1040
043-234-0555

10 有限会社 上岡建設
11 有限会社 カミハラ技研工業

千葉市若葉区

若松町2216-20
若松町2170-55

千葉市若葉区

加曽利町716-6

043-231-3141

12 有限会社 環境クリーンサービス
13 有限会社 木達工業

千葉市若葉区

御殿町2245-18

043-239-0184

千葉市若葉区

若松町41

043-231-0645

14 株式会社 清田工業千葉営業所
15 有限会社 神戸設備

千葉市若葉区

みつわ台2-35-3

043-290-6113

千葉市若葉区

若松町531-152

043-422-8512

16 さくらエンジニアリング株式会社千葉支店 千葉市若葉区

多部田町757-38

043-228-5551

17 サニット 株式会社
18 有限会社 サノヤ設備

千葉市若葉区

若松町73-4

043-214-0021

千葉市若葉区

小倉台6-1174-24

043-234-5023

19 株式会社 三貴
20 有限会社 サンスイ

千葉市若葉区

小倉町133-48

043-310-4310

千葉市若葉区

若松町429-98

043-214-5148

21 三成工業 株式会社
22 三和工業 株式会社

千葉市若葉区

都賀3-31-10

043-232-3456

千葉市若葉区

殿台町104

043-255-3511
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23 志津管工設備 株式会社
24 柴田水道

千葉市若葉区

若松町332

043-231-0646

千葉市若葉区

桜木北1-6-22

043-232-7768

25 株式会社 住栄水道
26 株式会社 住宅サービス設備

千葉市若葉区

小倉台3-1-2-1

043-231-3061

千葉市若葉区

桜木8-19-21

043-231-0900

27 株式会社 白川土建
28 有限会社 真英設備

千葉市若葉区

貝塚町2035-7

043-231-5005

千葉市若葉区

金親町205-8

043-236-3245

29 株式会社 進日本工業
30 株式会社 水巧設備工業

千葉市若葉区

小倉町1687-10

043-234-1661

千葉市若葉区

貝塚町979

043-231-5020

31 有限会社 スズユウ工務店
32 積和建設東関東 株式会社

千葉市若葉区

大宮町2841-1

043-233-6090

千葉市若葉区

都賀1-4-4

043-233-2930

33 有限会社 総信設備
34 株式会社 大英設備

千葉市若葉区

みつわ台4-29-9

043-287-4433

千葉市若葉区

愛生町150-2

043-287-1681

35 株式会社 大幹
36 大成パイピング工業 株式会社

千葉市若葉区

御成台3-1168-23

043-236-7855

千葉市若葉区

都賀の台4-6-1

043-254-6242

37 株式会社 タカモト
38 有限会社 拓伸

千葉市若葉区

小倉町3-5-15

043-372-2824

千葉市若葉区

殿台町522

043-290-8617

39 株式会社 匠住設
40 株式会社 タツミ工業

千葉市若葉区

御殿町2177-1

043-312-5610

千葉市若葉区

西都賀5丁目37番4号

043-252-6611

41 千城管工 株式会社
42 株式会社 東晃設備

千葉市若葉区

加曽利町1529-8

043-214-8082

千葉市若葉区

大宮町1551-2

043-265-4539

43 東洋メンテ工業 株式会社
44 株式会社 トーコー産業

千葉市若葉区

桜木北1-11-3

043-231-6712

千葉市若葉区

加曽利町972-12

043-233-1141

45 株式会社 トヨクラメント
46 株式会社 中寿

千葉市若葉区

大宮台1-6-1

043-305-1511

千葉市若葉区

源町1005-17

043-206-2395

47 株式会社 ナミキ
48 株式会社 日恵工業

千葉市若葉区

加曽利町1570-3

043-231-0300

千葉市若葉区

大宮町2538

043-263-0777

49 株式会社 はるか総建
50 藤田管工事 有限会社

千葉市若葉区

千城台東2-39-1-Ⅱ402

043-309-4441

千葉市若葉区

若松町496-10

043-422-1790

51 巻野設備
52 有限会社 丸文水道

千葉市若葉区

貝塚1-13-3

043-234-1399

千葉市若葉区

愛生町108-4

043-254-2062

53 有限会社 ミカワ設備工業
54 株式会社 ミズホプラント

千葉市若葉区

小倉台6-26-14

043-233-8672

千葉市若葉区

高品町1059-24

043-232-1365

55 宮内設備工業 株式会社
56 有限会社 夢現

千葉市若葉区

貝塚2-2-4

043-232-7121

千葉市若葉区

金親町974

043-237-0211

57 株式会社 山下建設
58 株式会社 ＹｕｕＹａ

千葉市若葉区

下田町1369-2

043-237-3760

千葉市若葉区

大宮町2593-１

043-309-5983

59 株式会社 吉田起業
60 ライブウエル 株式会社

千葉市若葉区

都賀の台1-20-5

043-266-6224

千葉市若葉区

若葉区都賀3-18-17

043-312-0064

61 有限会社 冷暖サービス
62 株式会社 若葉水道センター

千葉市若葉区

小倉町1202-2

043-233-5816

千葉市若葉区

若松町2170-55

043-234-5522

千葉市緑区

古市場町474-300 1-203 043-264-0637

1 アート設備工業

千葉市指定排水設備業者名簿
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名
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在

地
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2 有限会社 ＡＧＵＡ
3 石井興業 株式会社

千葉市緑区

下大和田町1475-3

043-205-5665

千葉市緑区

土気町1519-9

043-294-2976

4 株式会社 うの丸住設
5 有限会社 岡本水道

千葉市緑区

あすみが丘3-47-3

043-294-0063

千葉市緑区

大膳野町4-380

043-291-7615

6 株式会社 小川土建
7 有限会社 おゆみ野設備

千葉市緑区

誉田町2-20-531

043-293-6110

千葉市緑区

おゆみ野4-2-6

043-293-2020

8 株式会社 鶴翼
9 共瑩工業 株式会社

千葉市緑区

下大和田町283-1

043-205-0751

千葉市緑区

土気町1379-34

043-294-7558

10 共同設備工事 株式会社
11 株式会社 ケイエスディ工業

千葉市緑区

高津戸町309-8

043-294-6261

千葉市緑区

越智町737-225

043-295-8551

12 株式会社 京葉工業
13 株式会社 佐藤設備

千葉市緑区

鎌取町129-20

043-266-0778

千葉市緑区

誉田町2-20

043-291-0263

14 有限会社 市東設備
15 末木水道工業 株式会社

千葉市緑区

東山科町7-42

043-228-5450

千葉市緑区

あすみが丘3-51-14

043-294-0066

16 有限会社 ステアリスト
17 大金興業 株式会社

千葉市緑区

誉田町1-791-17

043-291-0431

千葉市緑区

誉田町3-78

043-291-0161

18 株式会社 ツチダ
19 有限会社 ティー・エス・ケイ

千葉市緑区

誉田町2-20-191

043-292-1177

千葉市緑区

平川町975-13

043-293-3321

20 東部設備 有限会社
21 有限会社 日暮水道

千葉市緑区

古市場町474-154

043-265-2580

千葉市緑区

誉田町2-24-103

043-291-2151

22 株式会社 双葉工業
23 フタバホーベル 株式会社

千葉市緑区

刈田子町48

043-292-8305

千葉市緑区

平山町1913-21

043-208-2506

24 株式会社 豊栄設備
25 有限会社 星野工務店

千葉市緑区

誉田町1-1015

043-291-0076

千葉市緑区

誉田町2-21-185

043-291-0227

26 株式会社 ホマレ管工
27 明正工業 株式会社

千葉市緑区

誉田町2-21-612

043-292-0323

千葉市緑区

古市場町474-53

043-268-3449

1 池田建設工業 株式会社
2 株式会社 市原組

千葉市美浜区

真砂5-19-3

043-278-5111

千葉市美浜区

幕張西3-1-15

043-271-5191

3 京葉工管 株式会社
4 株式会社 市民水道センター

千葉市美浜区

新港139-2

043-248-1472

千葉市美浜区

高浜1-5-4-309

043-246-2669

5 有限会社 ストレングス
6 有限会社 砂田設備工業

千葉市美浜区

幸町1-9-1-409

043-246-2235

千葉市美浜区

高洲2-6-2-105

043-244-8461

7 ダイワ設備
8 東京ガスライフバル千葉 株式会社

千葉市美浜区

幸町2-8-24-105

043-238-9119

千葉市美浜区

幸町1-6-8

043-204-4126

9 丸善建設 株式会社
10 リック株式会社リビング千葉営業所

千葉市美浜区

幸町1-18-9

043-245-7181

千葉市美浜区

新港139-2

043-388-8321

