町田市排水設備工事指定工事店名簿
町田市外（１７７店舗）
（株）竹内工業所
（有）渡辺工業所
テイク設備（株）
（有）東都興業
（株）市川工業所
（株）桜井設備
（株）実來
（株）大塚設備工業
（株）バンタム
セントラルリバー建設（株）
（有）内藤設備
（株）ワタイチ
（株）伊藤工業
（有）村野工業所
（有）良美配管工房
（株）オスカ
木本建興（株） 多摩支店
（有）大邦設備工業
ハマモト設備
（株）散田管工
河村設備工業
（有）持沢工業所
（株）新和
（有）サン工業設備
武蔵住設
（有）須藤工業
（株）エフォート
西勝設備工業所
（株）スイセイ
（有）中原設備
（株）宮坂総合設備
木村設備（株）
（株）スマイル設備
オレンジ設備
（有）堀内設備工業
（株）ライフ・クリエイト
(有)榎本商会
（株）野口設備工業
（株）河野設備
（有）村田興業
（株）創研 八王子支店
（有）田中設備企画
（有）杉崎水道 八王子営業所
（株）榮輝
（有）イワマ設備 東京営業所
（有）長栄プラテック
富士総合設備（株）
（有）Ｆｉｎｅ
（有）鳳産商
（有）ヤマシン工業
（有）栄工業 八王子営業所
小川水道土木（株）八王子支店
（株）純和興業
（有）浅川土木
山﨑住宅設備（有）
（株）協同設備工業
（株）織笠
日管設備工業（株）
（株）柴田工業
ＴＭ工事（株）

所在地
八王子市 追分町 7-3
八王子市 千人町 3-9-7
八王子市 千人町 2-3-15-302
八王子市 日吉町 11-19
八王子市 新町 8-4
八王子市 子安町 2-5-17
八王子市 子安町 3-16-4
八王子市 中野上町 5-22-13
八王子市 大和田町 5-8-5
八王子市 大和田町 5-29-5-1
八王子市 大和田町 7-16-2
八王子市 下柚木 2-27-5-103
八王子市 下柚木406-1
八王子市 堀之内 3-3-31
八王子市 中山 394
八王子市 鑓水 142
八王子市 鑓水 1045-1
八王子市 松木 13-19
八王子市 散田町 4-46-1
八王子市 散田町 5-12-19
八王子市 長房町 90-2
八王子市 長房町 425-28
八王子市 長房町 1529-5
八王子市 館町 2022-2
八王子市 寺田町 936
八王子市 寺田町 169-302
八王子市 大楽寺町 513-7
八王子市 諏訪町 186-3
八王子市 横川町 490-2
八王子市 西寺方町 462-24
八王子市 西寺方町 712-3
八王子市 川口町 1735-2
八王子市 川口町 903
八王子市 川口町 1066-2
八王子市 上川町 2280
八王子市 犬目町 492-10
八王子市 犬目町 306
八王子市 尾崎町 39
八王子市 谷野町 579
八王子市 高月町 1139
八王子市 みなみ野 3-15-3
八王子市 七国 6-40-18
八王子市 七国 4-21-9
八王子市 七国 4-21-13
八王子市 長沼町 178-42-201
八王子市 絹ヶ丘 3-34-13
八王子市 絹ヶ丘 1-1-8
八王子市 絹ヶ丘 2-45-2-101
八王子市 小宮町 785-3
八王子市 小宮町 307-2
八王子市 北野町552-5
八王子市 本郷町11-15
八王子市 大谷町 519
八王子市 裏高尾町 675
八王子市 南陽台 2-8-4
立川市 錦町 3-6-16
立川市 羽衣町 2-22-10
立川市 羽衣町 3-7-8
立川市 幸町 2-52-7
立川市 一番町 2-6-38

２０１９年４月２６日現在 ２９３店舗 （※最新の名簿については町田市公式Webサイトでご確認ください。）
町田市トップページ ＞ 暮らし ＞ 水道・下水道 ＞ 下水道 ＞ 事業者の皆様へ ＞ 町田市排水設備工事指定工事店に関するお知らせ

電話番号
042-622-3840
042-665-1867
042-673-4531
042-627-5055
042-642-4808
042-644-6639
042-505-9217
042-621-0866
042-639-0661
042-649-9820
042-644-0310
042-670-5205
042-676-8128
042-676-8205
042-677-4638
042-679-9553
042-678-4566
042-678-1651
042-673-2744
042-665-3121
042-663-1767
042-661-5148
042-661-8000
042-668-2225
042-663-5501
042-665-0481
042-620-0510
042-651-4932
042-628-0850
042-651-1240
042-652-3845
042-654-5007
042-659-7817
042-654-5577
042-659-6331
042-621-5310
042-625-2556
042-691-1760
042-691-3135
042-691-1374
042-635-1271
042-637-0648
042-636-3963
042-632-8055
042-638-0652
042-676-8234
042-638-0456
042-683-3480
042-646-7121
042-644-2343
042-694-0138
042-625-3608
042-649-9751
042-661-1436
042-675-4357
042-540-2950
042-505-7993
042-523-0161
042-534-7792
042-531-4256

町田市外（１７７店舗）
石栗工業（株）
（株）アップライズ 東京営業所
（有）村田工業所
（株）文字山
（株）春山設備工業
（株）紅葉丘工業所
（株）川村設備
（株）八洲
（有）都市綜合設備
（株）白石工業
（株）明保設備
（有）Ｋ．プランニング
（株）セントラルシステム
吉沢設備工業（株）
（株）浅井設備
（株）福島工業所
（有）エコアース
（有）渡辺設備
倭土木工業（株）
パール工業（株）東京営業所
(株）リバティ
（有）川瀬土木
（有）青木工業所
（株）協栄土木設備
ＫＹＳ企画
（株）大塚設備
（株）三翔設備工業
（有）トラスト・フォーム
（有）武田設備工業
（株）積壱
（有）白崎設備工業
（株）ミタックス
（有）秋元設備興業
ニッポー設備（株）
（有）くにたち設備
（株）クラシアン多摩支社
丸屋設備工業（有）
（有）中央住設
（株）Ｋ-プランニング
池田配管建設工業（株）
尾花設備（株）
（株）日盛設備工業所
（有）髙橋設備工業
ハナサキ設備 東京営業所
（株）幕田興業
（株）東和商会
（同）ＬＬＣサンホームズ
オザテック
（有）ヌルプランニング
（株）比留間設備工業所
（株）岡村設備工業
（有）村山衛生設備
（株）熊田設備
（有）山田住設
（株）西川工業所
（株）堤工業
（株）渡部興業 多摩営業所
（有）イワオ企画
インスライト（株）

所在地
立川市 西砂町 5-58-15
立川市 一番町 6-24-42
三鷹市 牟礼 3-6-3
三鷹市 井口 1-24-9
青梅市 梅郷 3-781-1
府中市 紅葉丘 3-43-1
府中市 白糸台 1-23-10
府中市 若松町 3-3-1
府中市 若松町 3-25-15
府中市 浅間町 3-11-18
府中市 新町 2-1-1
府中市 是政 1-43-26-106
府中市 住吉町 3-21-23
府中市 日新町 5-3-22
昭島市 田中町 2-1-43
昭島市 朝日町 3-6-19
昭島市 美堀町 5-9-1
調布市 富士見町 4-11-15
小金井市 東町 5-24-12
小金井市 緑町 5-4-19
小平市 花小金井 7-1-7
小平市 学園西町 2-18-12
日野市 東豊田 3-8-4-202
日野市 旭が丘 2-28-3
日野市 百草 1042-69
日野市 百草 2027
日野市 万願寺 1-24-3
東村山市 久米川町 4-33-11
東村山市 野口町 3-28-17
東村山市 秋津町 1-24-4
国分寺市 富士本 3-20-15
国分寺市 東戸倉 1-15-16
国分寺市 東戸倉 2-39-11
国立市 富士見台 4-43-10
国立市 富士見台 3-5-16
国立市 富士見台 4-41-1-1F
国立市 青柳 2-2-22
国立市 谷保 5873-1
福生市 南田園 1-14-5
狛江市東和泉1-9-14
東大和市 芋窪 6-1296-13
東大和市 南街 5-88-21
東大和市 新堀 2-1097-20
東大和市 向原 3-816-61
清瀬市 下清戸 3-397-2-302
東久留米市 前沢 5-34-17
東久留米市 下里3-2-23
東久留米市 下里6-5-11
東久留米市 滝山 1-8-19
武蔵村山市 三ツ木 1-55-1
武蔵村山市 中原 1-16-17
武蔵村山市 岸 3-3-4
武蔵村山市 榎 2-64-17
多摩市 乞田 963
多摩市 和田 374-4
多摩市 百草 1148-7
多摩市 落川 1361-1-103
多摩市 豊ヶ丘 4-6
多摩市 聖ヶ丘 4-25-6

電話番号
042-531-1263
042-569-2875
0422-46-1310
0422-32-7338
0428-74-9430
042-368-1938
042-335-1143
042-367-1234
042-369-9013
042-365-4110
042-365-3670
042-340-4361
042-361-1884
042-363-1568
042-541-1987
042-543-3371
042-541-1386
042-487-1789
042-385-2364
042-388-7333
042-347-1313
042-344-3300
042-589-0331
042-586-0101
042-593-7657
042-592-6033
042-587-8967
042-396-4456
042-394-0238
042-399-3139
042-576-8336
042-300-0881
042-324-3635
042-576-6666
042-572-1242
042-573-6511
042-523-2464
042-572-1509
042-513-0120
03-3489-0733
042-565-3466
042-565-6641
042-564-8568
042-567-0158
042-497-1225
042-467-6767
042-420-4777
042-420-4942
042-474-8128
042-560-6660
042-560-7356
042-560-1840
042-566-5232
042-310-0778
042-375-7111
042-374-4803
042-400-7981
042-338-7200
042-313-7717

町田市外（１７７店舗）
（有）小田原工業
（株）あかね
セルテック（株）
（有）山下設備工業
塚田設備（株）
（株）開成
羽村設備（株）
（有）野口水道
（有）ナカムラ設備工業
（有）望月設備工業
（有）師岡設備
（株）里水設備
石川管工（株）
（有）三上設備
（株）敬旺企画
丸益建設（株）保谷営業所
（株）丹野設備工業所 東京支店
興栄工業（株） 東京営業所
大府設備工業（株）
ツヨシ工業（株）
（有）スズカン工業
（株) ブルーライン
（株）イーテック
積水工業（株）
（有）アクアステージ
（株）ヨコミゾ設備
（株）大神 東京東支店
ホクヨー住宅設備（株）
ミズノ工業（株）
大同産業（株）東京営業所
長谷川設備工業（株）
（有）青木技建
（有）共伸設備
（有）山丸設備工業
大曽根工業（株）
（株）協和日成 第二設備営業所
サンエー住設（株）
（株）フジコン
大応プラミング（株）
大一興業（株）
（株）リウォータ 東京営業所
藤水管工業所
（株）ミライ工業 杉並営業所
（株）忠光 東京支店
（株）エーピーエス 東京営業所
（株）貝沢工業所
（株）進栄
（株）日高設備工業
（株）皆進 東京営業所
坂東工業（株）
福山建設（株）
（株）伊藤住設
（有）ファイン
横田設備工業（株）
（有）ノリセツ
ｉｐｅｘ（株）
（株) アイダ設計 足立モデル店
（株）Aｏｂａ

（表面もご覧ください）
所在地
電話番号
稲城市 矢野口 935-4
042-377-9434
稲城市 矢野口 664-2
042-379-6760
稲城市 大丸 385-2
042-379-8840
稲城市 百村 81-4
042-377-9468
稲城市 坂浜 2220
042-331-4740
羽村市 栄町 2-22-2
042-555-3251
羽村市 羽西 1-1-2
042-554-2331
あきる野市 瀬戸岡 299-6
042-550-4266
あきる野市 油平 193-9
042-550-1815
あきる野市 山田 968-1
042-533-0171
あきる野市 山田 825
042-596-1636
あきる野市 平沢 305
042-532-0425
西東京市 向台町 1-2-40
042-461-3162
西東京市 芝久保町 3-19-55
042-461-3177
西東京市 富士町 3-4-3-201
042-450-0752
西東京市 富士町 4-18-15
042-469-1188
千代田区 飯田橋 2-9-7-401
03-6261-4890
港区 高輪 3-23-14-403
03-6450-2299
新宿区 若葉 3-1
03-3351-0690
台東区 東上野 1-19-8
03-3839-0381
江東区 亀戸 7-52-5
03-3684-0281
品川区 西五反田 1-21-10
03-6417-9273
品川区 西品川2-11-7
03-3493-1191
目黒区 中町 2-32-5
03-3793-5711
大田区 山王 1-42-3-302
03-3775-5590
大田区 中央 5-24-13
03-3752-0742
大田区 北千束 2-19-5
03-5754-4800
大田区 西六郷 3-17-22-307
03-5744-4086
大田区 多摩川 1-26-10
03-3756-2121
大田区 西蒲田 8-16-2-402
03-5711-0414
世田谷区 池尻 3-25-17
03-3413-4331
世田谷区 宇奈根 3-3-3-101
03-3417-0935
世田谷区 弦巻 2-33-29
03-3427-1262
世田谷区 宮坂 3-44-6
03-3428-3330
世田谷区 梅丘 1-15-11
03-3420-7213
世田谷区 鎌田 2-10-1
03-5491-8518
世田谷区 鎌田 4-17-17
03-3417-6121
世田谷区 砧 8-6-20
03-3416-0479
世田谷区 八幡山 1-21-13
03-5316-1521
世田谷区 上馬 5-4-12
03-3487-8822
世田谷区 深沢 1-12-3-202
03-5707-8010
杉並区 成田西 2-11-4
03-3392-3531
050-5551-1827
杉並区 今川 2-3-11
杉並区 西荻南 3-16-8、3階
03-5344-9013
杉並区 上高井戸 1-22-1-301 03-6304-6718
豊島区 駒込 1-5-10
03-3943-8118
練馬区 氷川台3-25-4
03-3931-2500
練馬区 高松 3-2-11
03-3926-9439
練馬区 高松 6-9-1-2F
03-6913-1191
練馬区 高野台 2-7-21-1F-D 03-5923-0107
練馬区 上石神井南町 5-20
03-3920-7208
練馬区 西大泉 1-15-8
03-3921-5263
練馬区 西大泉 4-7-12
03-5387-2671
練馬区 南大泉 3-7-24
03-3921-6990
練馬区 大泉学園町 6-28-26
03-3924-3099
練馬区 土支田 4-9-1
03-6904-4301
050-3173-2436
足立区 花畑 4-2-15
足立区 千住 1-24-3-5Ｆ
03-5244-6386

