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1 株式会社 ライフィット
1 アサヒ設備 株式会社

我孫子市

布佐3398

04-7189-2921

市川市

稲荷木2-22-1

047-377-1733

2 株式会社 荒井水道工務店
3 株式会社 池田屋水道

市川市

市川1-20-17

047-325-3421

市川市

本北方3-4-11

047-338-1074

4 有限会社 宇田川設備工業
5 株式会社 金子水道工務店

市川市

大野町2-1875-45

047-339-1475

市川市

原木3-8-12

047-327-2803

6 株式会社 北本組
7 京葉設備建設 株式会社

市川市

曽谷8-18-6

047-712-0012

市川市

本北方1-18-16

047-336-0341

8 株式会社 建総
9 有限会社 高谷水道工務店

市川市

原木3-18-9

047-328-8333

市川市

南大野2-2-3

047-702-3593

10 株式会社 五葉エンジニアリング
11 有限会社 佐々木設備

市川市

大洲1-12-5

047-377-3511

市川市

南大野1-8-11

047-337-8786

12 サンキ設備工業 株式会社
13 株式会社 スワダ管工

市川市

幸1-13-21

047-395-8311

市川市

須和田1-11-12

047-373-3481

14 有限会社 大峰設備工業
15 株式会社 千葉水道工務店

市川市

大洲2-2-24

047-358-7740

市川市

南八幡4-4-17

047-378-7575

16 株式会社 仲川総合設備工業
17 有限会社 英設備工業

市川市

福栄4-20-3

047-390-1004

市川市

市川南1-6-9

047-324-3804

1 有限会社 アキヤマ
2 有限会社 飯塚設備

市原市

八幡1679

0436-41-6136

市原市

大厩1172-22

0436-74-1646

3 有限会社 今井水道
4 内田設備工業

市原市

五所1371

0436-41-1386

市原市

千種5-8-6

0436-24-6235

5 有限会社 栄光開発
6 有限会社 大網管工

市原市

瀬又569-267

0436-63-3425

市原市

高田652-2

0436-52-2107

7 岡崎設備工業 株式会社
8 株式会社 オカモト

市原市

君塚1-8-6

0436-22-6211

市原市

五井1656

0436-22-1188

9 オリエント工業 株式会社
10 株式会社 カリナ住設

市原市

姉崎1709-1

0436-62-4566

市原市

青葉台6-34-6

0436-61-7317

11 株式会社 関東工業
12 有限会社 草刈設備

市原市

ちはら台東4-1-5

0436-98-2188

市原市

草刈401-2

0436-75-1115

13 弘建設備 株式会社
14 有限会社 サイトウ設備

市原市

五井1738-1

0436-20-0011

市原市

五井中央東1-15-24

0436-24-7207

15 有限会社 市津工業所
16 有限会社 シバタ工業

市原市

荻作525-18

0436-74-3350

市原市
市原市

ちはら台南4-2-14

0436-52-8552

根田1-1-4

0436-22-0347

市原市

山田603-11

0436-36-5160

19 株式会社 竹昇
20 有限会社 田中水道

市原市

瀬又1001-46

0436-52-1488

市原市

畑木401-2

0436-62-4308

21 株式会社 とみなが
22 株式会社 ナカニシ管工

市原市

八幡1008

0436-41-2031

市原市
市原市

五井6434

0436-21-0273

能満1442-10

0436-43-1527

17 鈴木管工 有限会社
18 有限会社 髙田設備

23 有限会社 藤住設
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24 株式会社 帝設備
25 有限会社 宮島水道

市原市

山田橋2-3-18

0436-43-1252

市原市

五井東2-4-7

0436-21-0683

26 株式会社 山路
27 株式会社 ユーワ

市原市

大厩965-1

0436-75-2242

市原市

青柳939-6

0436-98-5850

28 有限会社 吉田設備
1 ウッドテック 株式会社

市原市

牛久1144

0436-92-0086

印西市
印西市

小林3990-1

0476-97-2551

瀬戸1733-5

0476-80-3588

印西市

大森3140

0476-42-3011

1 株式会社 エムワイ企画
2 袖浦設備工業 株式会社

浦安市
浦安市

堀江6-5-20-301 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ高砂
047-704-9725
堀江4-4-26

047-352-4077

1 株式会社 朝日工業
2 株式会社 岡本設備

大網白里市

みずほ台1-28-26

0475-72-4399

大網白里市

大網682-2

0475-72-3210

3 株式会社 加藤工業所
4 角源マルヰガス 株式会社

大網白里市

大網795-8

0475-72-1321

大網白里市

大網378

0475-72-0070

5 株式会社 サイトウ住設
6 有限会社 佐山

大網白里市

柿餅１５７番地８

0475-53-5726

大網白里市

四天木乙2874

0475-77-2250

7 株式会社 伸栄建設
8 株式会社 東都設備

大網白里市
大網白里市

金谷郷158-1
上谷新田71-43

0475-72-8899
0475-78-3468

9 有限会社 村越設備
10 株式会社 安田設備工業

大網白里市

南横川3142-18

0475-72-8542

大網白里市

富田1517-1

0475-72-7002

11 山田設備
1 アイシン設備 株式会社

大網白里市

池田235

0475-72-1203

柏市

大井762-2

04-7191-5112

2 株式会社 伊藤住設
3 株式会社 大橋住設

柏市

豊四季1008-2

04-7142-7091

柏市

高柳新田5-45

04-7193-6771

4 株式会社 篠原設備
5 株式会社 ショウコウ設備

柏市

逆井4-25-59

04-7137-9241

柏市

藤心147

04-7176-5577

6 有限会社 つくば工業
7 株式会社 東野

柏市

塚崎1083-1

04-7193-2455

柏市

宿連寺442-8

04-7157-3090

8 株式会社 中澤エンジニアリング
1 株式会社 イシダ

柏市

加賀1-18-13

04-7176-7371

鎌ヶ谷市

西佐津間2-6-19

047-441-3830

2 株式会社 市原水道興業
3 伊東設備

鎌ヶ谷市

鎌ヶ谷8-5-45

047-444-0622

鎌ヶ谷市

南初富5-5-26-5

047-401-0907

4 オリエンタル工業 株式会社
5 有限会社 下水道普及会

鎌ヶ谷市

軽井沢2060-9

047-444-2030

鎌ヶ谷市

軽井沢2149-9

047-441-3367

6 株式会社 新栄ライフ
7 有限会社 信建設備工業

鎌ヶ谷市

東初富2-6-6-5

047-443-8685

鎌ヶ谷市

南鎌ヶ谷2-6-16

047-446-3911

8 新和設備 株式会社
9 鈴喜設備工業

鎌ヶ谷市

東初富1-7-41

047-444-2118

鎌ヶ谷市

東道野辺7-5-31

047-441-1877

10 有限会社 タイシン技建
11 株式会社 タッグ

鎌ヶ谷市

丸山1-1-4

047-445-2551

鎌ヶ谷市

中沢726-51

047-401-6980

12 有限会社 タナベ興建

鎌ヶ谷市

軽井沢字遠山2100-16

047-443-1424

2 昌和建設 株式会社
3 中澤工業 株式会社
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13 株式会社 野本
14 株式会社 初富水道設備

鎌ヶ谷市

鎌ヶ谷4-4-26

047-444-1171

鎌ヶ谷市

右京塚8-11

047-444-2741

15 有限会社 日向寺水道工業
16 二和設備工業 株式会社

鎌ヶ谷市

中佐津間1-14-12

047-446-0765

鎌ヶ谷市

初富808-471

047-441-7127

17 マイテック 有限会社
18 有限会社 三橋設備

鎌ヶ谷市

西道野辺1-1-206

047-443-1120

鎌ヶ谷市

南初富4-17-24-3

047-441-2726

1 こかい水道設備 有限会社
2 桜井設備工業 株式会社

木更津市

岩根4-9-3

0438-41-9190

木更津市

祇園4-17-6

0438-98-4064

3 有限会社 産洋設備
4 鈴木設備 株式会社

木更津市

吾妻1-1-33

0438-25-5434

木更津市

永井作1-9-12

0438-23-0667

1 株式会社 協同建設
2 株式会社 髙橋工業所

君津市

外箕輪2-24-3

0439-53-1377

君津市

外箕輪13

0439-54-0150

3 有限会社 福田水道
1 有限会社 荒家設備

君津市

外箕輪4-28-11

0439-52-0962

佐倉市

中志津2-18-9

043-463-0198

2 植草工業 株式会社
14 光輝設備

佐倉市

内田121

043-498-0539

佐倉市

上座930-20

090-3507-6044

4 髙橋水道 株式会社
5 株式会社 パイプライン

佐倉市

王子台6-27-23

043-487-2129

佐倉市

中志津4-3-6

043-463-5911

6 株式会社 村上建設
7 有限会社 百々設備

佐倉市

王子台1-21-2

043-461-8811

佐倉市

石川444-1

043-484-1634

8 有限会社 森本水道工業
1 株式会社 秋葉設備工業

佐倉市

上志津原315

043-487-1790

山武市

上横地3683

0475-82-6394

2 株式会社 アクアテクノ
3 有限会社 井出野工業

山武市

実門248-13

0475-80-8050

山武市

森999

0475-58-3508

4 宇井建設
5 謙システム 株式会社

山武市

麻生新田4-40

0475-89-0026

山武市

板川317-33

0475-89-0277

6 株式会社 保坂設備
1 株式会社 ウエハラ

山武市

板川317-40

0475-89-1505

白井市

根1865-10

047-491-4333

2 株式会社 近江屋商会
3 渋谷設備

白井市

白井382-3

047-491-0056

白井市
白井市

根41-3

047-492-1038

冨士263-24

047-444-4040

白井市

南山1-3-8-502

047-497-0812

6 株式会社 日總
7 株式会社 若井管工設備

白井市

神々廻826-2

047-492-6261

白井市

根1871-18

047-491-8401

1 有限会社 岩井住宅設備
2 有限会社 佐久間管工

匝瑳市

上谷中687

0479-79-0356

匝瑳市

高610-5

0479-72-3536

1 あすなろ住設
2 株式会社 大久保

袖ヶ浦市

神納2402-9

0438-63-9890

袖ヶ浦市

蔵波台7-14-3

0438-62-5111

3 株式会社 北袖商事
4 長浦設備 株式会社

袖ヶ浦市

蔵波台7-9-3

0438-63-3271

袖ヶ浦市

蔵波112

0438-62-2754

5 株式会社 山口設備

袖ヶ浦市

大曽根806-2

0438-63-7393

4 司興業 株式会社
5 有限会社 ナミショウ
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1 有限会社 今井設備工業
2 大塚設備

東金市

下武射田2316-2

0475-58-8313

東金市

上谷3466-5

0475-54-3633

3 有限会社 桑田設備工業
4 株式会社 ダイカワ

東金市

南上宿38-15

0475-54-2331

東金市

西中274

0475-52-3178

5 株式会社 大創
6 株式会社 髙山工業

東金市

日吉台3-35-10

0475-53-6978

東金市

南上宿18-12-103

0475-86-7776

7 有限会社 ところ設備商会
1 有限会社 新河工業

東金市

東新宿5-2

0475-54-0648

富里市

中沢716-1

0476-93-9585

2 ソラ設備
3 株式会社 タイコウ

富里市

十倉190-113

0476-94-1539

富里市

御料592-3

0476-92-0360

1 有限会社 新星設備
2 有限会社 テクニカルサポート

流山市

古間木290-35

04-7159-1777

流山市

江戸川台東2-324-3

04-7155-5769

1 アサヒ建築土木 株式会社
2 有限会社 伊藤設備

習志野市

津田沼4-10-15

047-453-8311

習志野市

東習志野5-31-3

047-475-3326

3 ケイヨー水工 株式会社
4 株式会社 サクラ設備

習志野市

大久保2-19-6

047-477-7676

習志野市

実籾2-41-21

047-476-2511

5 三徳工業 株式会社
6 鈴木水道 株式会社

習志野市

谷津2-2-30

047-451-3161

習志野市

津田沼3-23-11

047-477-8080

7 株式会社 Ｄ－ａｄｖａｎｃｅ
8 有限会社 中台水道

習志野市

谷津6-6-7

047-429-8191

習志野市

屋敷1-8-16

047-473-2826

9 株式会社 習志野工業
10 有限会社 習志野住設

習志野市

東習志野8-28-11

047-478-8131

習志野市

実籾4-35-6

047-476-1535

11 株式会社 日興水道工業所
12 福葉水道 株式会社

習志野市

本大久保2-1-6

047-475-8384

習志野市

実籾1-39-5

047-476-4321

13 株式会社 三石設備コンサルタント
1 株式会社 アクア

習志野市

本大久保4-14-10-202

047-475-6211

成田市

並木町字稲荷畑93-6

0476-24-3580

2 有限会社 澤田商会
3 株式会社 サンショウ冷熱

成田市

江弁須154-4

0476-26-1430

成田市

西三里塚1-596

0476-35-1117

1 株式会社 ケ―ワイ
2 株式会社 梨木設備工業

野田市

尾崎1563－1

04-7141-1151

野田市

目吹42-44

04-7128-8906

1 株式会社 アイダ設計
2 株式会社 アクアライフ

船橋市

本郷町494-4

050-3173-2510

船橋市

南本町40-13

047-434-5945

3 株式会社 天野さく泉建総
4 株式会社 イズモ

船橋市

前原東4-19-9

047-472-1650

船橋市

日の出2-5-12

047-434-0119

5 市川工業
6 稲村工業 株式会社

船橋市

習志野台2-56-8

047-466-2567

船橋市

飯山満町2-683-3

047-462-2038

7 株式会社 イマゼキ
8 ウォーターワークス 株式会社

船橋市

夏見2-28-9-2

047-411-0501

船橋市

古和釜町497-6

047-456-7891

9 株式会社 エイケンサービス
10 ＳＰプランニング 株式会社

船橋市

米ケ崎町729

047-422-0420

船橋市

高野台4-5-25

047-404-5855

11 有限会社 大島設備

船橋市

金杉台2-2-16-302

047-449-2637
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12 株式会社 大渕住設

船橋市

咲が丘4-30-13

047-498-9550

13

船橋市

夏見台4-22-1

047-439-8710

14 カネケン京葉コミュニティ 株式会社
15 株式会社 川上工業

船橋市

東船橋1-1-8

047-422-1580

船橋市

二和東1-2-11

047-448-2534

16 株式会社 協栄設備工業
17 共和工業 株式会社

船橋市

夏見5-29-3

047-422-3812

船橋市

藤原6-33-1

047-438-5801

18 株式会社 クラシアン船橋支社
19 株式会社 ケイハイ

船橋市

丸山4-46-6

047-429-0591

船橋市

市場3-17-1

047-460-0815

20 株式会社 京葉KSテック 船橋本店
21 株式会社 浩栄

船橋市

市場5-1-16

047-425-1101

船橋市

藤原6-41-10

047-406-6315

22 有限会社 弘栄設備
23 有限会社 光信技研

船橋市

馬込西3-14-26

047-439-2907

船橋市

印内1-10-26-B

047-710-8910

24 株式会社 国分
25 山京建設 株式会社

船橋市

高根町2881-2

047-439-8877

船橋市

西船4-18-14

047-433-6301

26 株式会社 三幸
27 株式会社 三浩総産

船橋市

薬円台1-27-17

047-464-6140

船橋市

習志野2-6-23

047-467-3245

28 株式会社 サンライズネットワーク
29 株式会社 篠原水道

船橋市

習志野台2-8-17

047-456-5860

船橋市

西船7-7-42

047-335-2506

30 株式会社 杉田工業所
31 鈴木工業 株式会社

船橋市

松が丘4-24-14

047-464-3345

船橋市

八木が谷4-3-1

047-404-3020

32 有限会社 政智設備
33 株式会社 創研

船橋市

本中山5-2-23

047-334-3580

船橋市

新高根1-9-14

047-465-7750

34 有限会社 ダイケン
35 有限会社 大藤設備

船橋市

米ケ崎町729

047-423-0210

船橋市

習志野台5-28-8

047-467-3332

36 有限会社 千広設備
37 土佐工業 株式会社

船橋市

三山4-25-8

047-471-8563

船橋市

三咲4-11-6

047-449-7305

38 豊田設備 株式会社
39 株式会社 新納設備

船橋市

二和東1-7-5

047-449-7332

船橋市

二和西１－７－８０

047-419-7298

40 株式会社 日の出設備
41 有限会社 日比谷管工

船橋市

夏見7-12-15

047-460-3611

船橋市

海神町東1-969

047-431-5645

42 株式会社 ヒロテック
43 不二公業 株式会社

船橋市

藤原5-47-12

047-430-9070

船橋市

金杉町893-1

047-438-2511

44 古橋工業 株式会社
45 有限会社 ブンゴ水道

船橋市

金杉4-5-18

047-448-3624

船橋市

楠が山町241-3

047-457-6505

46 株式会社 ホーマック
47 まえだ興業 株式会社

船橋市

習志野台4-11-6

047-461-2345

船橋市

丸山4-12-10

047-438-8151

48 前原興業 株式会社
49 松本水道 株式会社

船橋市

習志野1-9-5

047-463-1725

船橋市

高根台7-8-2

047-467-1223

50 松本設備 株式会社
51 丸大工業 株式会社

船橋市

宮本7-14-3

047-422-6151

船橋市

大穴南5-25-38

047-465-0232

52 有限会社 ヤマコ工業

船橋市

宮本4-4-1

047-460-4010
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53 株式会社 山田総業
54 令和設備 株式会社

船橋市

二宮2-37-9

047-465-7121

船橋市

薬円台4-1-25

047-440-8494

1 株式会社 加藤設備
2 株式会社 協雄電設

松戸市

六高台5-53 ﾛｲﾔﾙｽﾃｰｼﾞ502
047-383-1141

松戸市

五香西5-40-1

047-384-7288

3 近代住機 株式会社
4 株式会社 佐藤設備工業

松戸市

馬橋2851

047-348-9100

松戸市

小金原9-29-4

047-341-7724

5 株式会社 三晃総業
6 正興住建 株式会社

松戸市

北松戸3-9-9

047-365-6016

松戸市

六高台2-6-2

047-384-0134

7 株式会社 大信設備松戸支店
8 太陽工業 株式会社

松戸市

新松戸4-120

047-345-2640

松戸市

南花島3-54-13

047-366-1047

9 高塚設備工業 株式会社
10 千葉住設 株式会社

松戸市

秋山373-28

047-392-5264

松戸市

稔台5-7-8

047-368-8686

11 日本サービス 株式会社
1 秋葉設備 有限会社

松戸市

主水新田476-10

047-345-5665

茂原市

早野1184

0475-24-8228

2 株式会社 アラチ水道センター
3 有限会社 石田水道工事店

茂原市

早野1515

0475-25-0525

茂原市

小林2941-18

0475-25-0221

4 有限会社 今井設備工業
5 有限会社 岡本水道工業所

茂原市

高師台3-6-16

0475-20-1233

茂原市

茂原1606-3

0475-23-4354

6 有限会社 斉藤工務店
7 株式会社 並木設備

茂原市

三ヶ谷1388-1

0475-22-4311

茂原市

粟生野3715-4

0475-34-7154

8 有限会社 浜谷総業
9 有限会社 和光電設

茂原市

長谷629-5

0475-25-7556

茂原市

小林2954-8

0475-22-4363

1 有限会社 青柳設備
2 有限会社 サンホーム

八街市

八街ほ208

043-443-3738

八街市

文違207-16

043-442-5581

3 シラトリ住設
4 常泉設備

八街市

富山1314-3290

043-442-5853

八街市

東吉田111-54

043-443-5197

5 株式会社 堀部設備工業
6 有限会社 吉田設備工業

八街市

富山1226

043-444-3115

八街市

吉倉641-4

043-445-5503

1 株式会社 石上水道
2 株式会社 追分水道

八千代市

桑納400

047-450-5036

八千代市

大和田新田924-4

047-450-6621

3 株式会社 三葉水道
4 東亜興業 株式会社

八千代市

八千代台西7-5-29

047-484-7121

八千代市

米本1737

047-488-7869

5 株式会社 長岡工作所
6 ＮＥＥD 株式会社

八千代市

萱田2285

047-483-4051

八千代市

八千代台西10-8-2

047-489-5021

7 株式会社 花島水道
8 株式会社 松戸商事

八千代市

大和田新田266-12

047-485-7171

八千代市

勝田471

047-482-4865

9 松本水道 有限会社
10 有限会社 水のマルショウ

八千代市

島田台888-3

047-488-1311

八千代市

麦丸932

047-459-1939

11 株式会社 宮崎工業
12 有限会社 八千代リビング設備

八千代市

村上1866-55

047-486-7511

八千代市

大和田新田923-41

047-450-8483

13 株式会社 ライフラインクリエイター

八千代市

萱田町593-33

047-751-3888
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1 株式会社 イケダ
2 株式会社 井上管工

四街道市

大日67-3

043-422-2820

四街道市

鹿渡934-46

043-422-2206

3 岡村設備
4 サクタ工業 株式会社

四街道市

さつきケ丘20-1

043-423-4335

四街道市

鹿渡796

043-422-5111

5 有限会社 新田設備工業
6 有限会社 北総住設

四街道市

大日1988-35

043-421-5289

四街道市

物井1802-4

043-422-9688

7 株式会社 水楽
8 有限会社 山本産業

四街道市

物井1802-4

043-304-7897

四街道市

四街道1511

043-422-2620

9 株式会社 吉田管工事

四街道市

大日251-6

043-421-2818

