下水道排水設備指定工事店（鹿沼市外）
工事店名

令和２年１０月１４日現在

住所

連絡先

和光水道設備 ㈲

宇都宮市飯田町 ８５３

０２８－６５２－４６５９

東栄設備工業 ㈱

宇都宮市今泉町 ４４５

０２８－６２１－８３７０

和田工業 ㈱

宇都宮市今泉町 ２１

０２８－６２１－０５１１

日下田工業㈱

宇都宮市今宮１丁目１５－２０

０２８－６６６－５１１５

㈲ 平成スマイル設備工業

宇都宮市今宮 ２－１７－１

０２８－６４５－９６７１

㈲ ハンダ設備

宇都宮市岩本町 ４６５－２

０２８－６２４－８４３９

㈱ 大森設備工業

宇都宮市江曽島 ３－７９８

０２８－６５８－４１００

㈱ 小牧工業

宇都宮市江曽島町 １１４６－２

０２８－６５８－１７５６

㈱阿久津設備

宇都宮市大谷町 １３９６－１５

０２８－６０１－１７０２

㈲ 吉澤工業

宇都宮市大谷町 ７９８

０２８－６５２－０１５０

㈱ 栃木日化サービス

宇都宮市海道町 ５１１－３

０２８－６６２－２６６２

㈲ 高栄社

宇都宮市上籠谷町 １１０２

０２８－６６７－８２０１

㈱令和水工

宇都宮市上欠町１２８７－７０

０２８－６１２－８２０９

協進設備工業 ㈱

宇都宮市菊水町 １４－１０

０２８－６３３－８３８１

㈲ 東栄理工

宇都宮市清原台 １丁目１５－１７

０２８－６６７－６５１２

若目田設備 ㈲

宇都宮市鐺山町 ６２２－１

０２８－６７０－６４００

阿部設備工業 ㈱

宇都宮市駒生町 ８３３

０２８－６２１－８８７７

リメイク

宇都宮市駒生町 １７８２－１１

０２８－６８０－６３７７

㈲ キクチ設備工業

宇都宮市駒生町 １８１１－９

０２８－６５２－０３５４

㈲ 高工設備工業

宇都宮市駒生町 ３１５４－２３

０２８－６５２－６１１９

㈱ 星野工業

宇都宮市下荒針町 ３５８６

０２８－６４８－２２０５

㈱ 篠原総合設備

宇都宮市下荒針町 ３５８８－５

０２８－６４８－３３０６

㈱ 南場設備

宇都宮市上桑島町 １４７６－３

０２８－６５６－８９３４

㈲ 進光

宇都宮市下砥上町 ８８２－１２

０２８－６５９－６２４１

宇都宮ヤマイチ ㈱

宇都宮市下戸祭 １丁目９－５

０２８－６２４－２５５２

㈲ キムラ設備工業

宇都宮市関堀町 ９７５－２５

０２８－６２７－６５５６

㈲ 環境理水

宇都宮市宝木町 ２－９３８－３

０２８－６５２－６０６７

㈱ 広野冷熱工業

宇都宮市宝木本町 １１４０－７０

０２８－６６５－３３５６

㈲ 湯沢設備工業

宇都宮市宝木本町 １４７７－１９

０２８－６６５－０２５６

下水道排水設備指定工事店（鹿沼市外）
工事店名

令和２年１０月１４日現在

住所

連絡先

㈲ 総合住宅設備

宇都宮市鶴田町 ２－１６－２

０２８－６４８－４１６０

㈱ 西浦工業

宇都宮市鶴田町 ２１７－１１

０２８－６４８－４１２８

高全工業 ㈲

宇都宮市東谷町 ８４－６

０２８－６５５－２３２１

大塚産業 ㈱

宇都宮市砥上町 ３５０－１８

０２８－６４８－１５１８

㈲ 鈴康設備工業

宇都宮市問屋町 ３４２６－４６

０２８－６５６－５４８５

㈱オオガキ

宇都宮市中今泉 ３－１５－２８

０２８－６３６－５８８４

横山工業 ㈱

宇都宮市中久保 １－１０－１５

０２８－６６１－００１５

㈱ 共栄配管

宇都宮市西川田町 ６－２

０２８－６５８－０５０２

岡田設備工業 ㈲

宇都宮市西川田町 ９３３－９

０２８－６５８－１１３４

㈲ エムワイ設備工業

宇都宮市西原 ２－２－９

０２８－６３４－４７１６

アイファースト㈱

宇都宮市野沢町３６６－４

０２８－６７８－３７００

㈲ かまひこ工業

宇都宮市花房 １－１３－１５

０２８－３０７－７９８１

㈱ クラシアン

宇都宮市日の出1-11-1 HITビル 3階

０２８－６３９－５６１１

㈱ 新栄設備工業

宇都宮市兵庫塚 ２－９－１

０２８－６５４－２２９７

岩原産業 ㈱

宇都宮市平出工業団地 ６－１２

０２８－６６２－８４４１

㈲ ガンバサービス

宇都宮市平出町 １３１３－１

０２８－６６０－３５０８

仙波工業㈱

宇都宮市平出町 ３７６９－１

０２８－６６０－０８８８

㈱ コボリライフ

宇都宮市富士見が丘 ３－２６－５

０２８－６２７－４１３９

双進設備工業㈲

宇都宮市古田町 ７１４－２

０２８－６７２－１３６３

大産企業 ㈱

宇都宮市峰 １－１７－２３

０２８－６３６－２６５５

㈱ フジコー

宇都宮市宮原 ４－２－１９

０２８－６８０－５７６０

㈱ 輝工業

宇都宮市御幸ヶ原町 ３４－４

０２８－６６３－３２３２

㈱ 植竹設備工業

宇都宮市御幸ヶ原町 １３６－３４

０２８－６６１－５５１７

北斗管工㈱

宇都宮市茂原 ２丁目１２番２８号

０２８－６５３－７３９１

㈲ マルマン設備

宇都宮市横山 ２－１－１３

０２８－６２７－６７００

㈱ 菊地設備工業

宇都宮市下平出町 １６１－１

０２８－６６６－５４６９

㈱ 倉持工業

宇都宮市弥生 １－３－７

０２８－６３４－０４１４

三興設備 ㈱

宇都宮市陽東 １－１－１９

０２８－６６１－６８０５

Y設備

宇都宮市陽東 １－８－２７

０２８－６６１－８２１０

㈲スガマタ設備

宇都宮市中岡本町 ３２４３

０２８－６７３－４８１６

下水道排水設備指定工事店（鹿沼市外）
工事店名

令和２年１０月１４日現在

住所

連絡先

㈲ 関口設備工業

栃木市新井町 ６７５

０２８２－２４－２３２５

㈱ 山中設備工業

栃木市大平町北武井 ４９８－２

０２８２－２３－３７１９

㈲ 関根総合設備

栃木市大皆川町 ４２６－１

０２８２－２２－１９３７

㈲ トーセツ

栃木市川原田町 ２９８－６

０２８２－２２－８６４８

落合工業

栃木市西方町金井 ５８３

０２８２－９２－７８３１

早乙女設備工業

栃木市西方町元 ４５

０２８２－９２－８２５１

㈲ 高久設備

栃木市仲方町 １４１－１４

０２８２－３１－１０７０

㈲ 日向野設備工業

栃木市錦町 ７－１０

０２８２－２２－３３４９

落合産業 ㈱

栃木市樋ノ口町 ５４－６

０２８２－２３－８８２３

㈲ 増茂工業

栃木市宮町 ３４８－３

０２８２－３１－０１９３

㈱大垣設備

佐野市岩崎町 ７６５－１

０２８３－６１－０２２５

浅香設備サービス㈲

足利市新宿町７７８－３

０２８４－７３－２２０３

㈱ 日泉技工

日光市和泉 ２４７－２

０２８８－５３－５０８１

㈱ タイホー

日光市猪倉 ３５０７－１６７

０２８８－２６－５５５６

㈱ 稲葉設備

日光市今市 １５０６

０２８８－２１－１４６９

㈱ 早川住宅設備

日光市今市 ３４８－１３

０２８８－２２－０２１７

㈱ 竹原工業

日光市今市 ９１０－７

０２８８－２２－１１２２

㈲ 神山設備工業

日光市大沢町 ３０４－３

０２８８－２６－００４７

㈱ 鮫島工業

日光市荊沢 ５９９

０２８８－２２－０４４８

星野管工

日光市荊沢 ５９９－５７

０２８８－２２－０７５４

㈱ イマデン

日光市吉沢 ４１０－６

０２８８－２２－１７７０

㈲ 菅田設備

日光市鬼怒川温泉大原 ２７３

０２８８－７７－００１０

㈲渡辺設備工業

日光市瀬尾 ３９７－１４

０２８８－３０－７６７６

㈲ 宇梶設備工業

日光市土沢 ５５７－３２１

０２８８－２６－３７６５

㈲ 根本工業

日光市土沢 １７６８－１４

０２８８－２６－４８３８

星野商事 ㈱

日光市東小来川 １００８

０２８８－６３－３１２１

㈱ ウルシバラエネルギー

日光市松原町 １－５

０２８８－５４－２１０２

㈲ やの設備工業

日光市明神 ８８８

０２８８－２７－０８６０

下水道排水設備指定工事店（鹿沼市外）
工事店名

令和２年１０月１４日現在

住所

連絡先

㈱ アクア

小山市神山 ２－５－５

０２８５－２７－８１２０

㈱ 小林鑿泉工業所

小山市寒川 １７１５

０２８５－３８－１８４５

大洋設備 ㈱

小山市島田 １０１－１

０２８５－３７－０８９６

山さく建工 ㈱

小山市塚崎 １４１４

０２８５－２７－１０７１

㈱ 長工業

小山市羽川 ４８４－４

０２８５－２２－４８０４

㈲ タケシ工業

小山市神鳥谷 ２９１－１

０２８５－２３－３５９２

㈲ グットライフ

小山市平和２３６－１

０２８５－４５－８０８７

㈱ 渡辺管工

小山市間々田 ２－２０－４７

０２８５－４５－０３２６

㈱ 小山水道工業所

小山市宮本町 ３－８－２２

０２８５－２２－１２００

㈲ 水工設備

小山市犬塚 ７－２０－１

０２８５－２７－３９２２

粕谷設備

真岡市下大曽 ７１２

０２８５－７４－４０７３

㈲ 藤沢設備工業

真岡市高勢町 ３－１１５

０２８５－８４－１６８９

㈲ 田村設備工業

真岡市堀内 ９２８

０２８５－８２－６４３２

㈲ 長峰設備工業

矢板市片岡 ２１６２－３

０２８７－４８－１４０９

㈲ 見目設備工業

高根沢町太田 １２４２

０２８－６７６－１９２６

㈲ 総和住設

高根沢町光陽台 ３－１２－３

０２８－６８０－１１５３

㈱サンテック

さくら市葛城 ３０２番地１

０２８－６８６－８００５

タイガー設備工業

さくら市鷲宿 ３９０７－９

０２８－６８６－４４３１

コウエイ工業 ㈱

下野市花の木 １－２－４

０２８５－５３－１８８３

㈲ 明和設備工業

上三川町上三川 ４７９９－１

０２８５－５６－２２３９

㈱柳田商会

上三川町大字上蒲生２３

０２８５－５６－２１６２

小林設備㈲

壬生町幸町４－２－１３

０２８２－８６－２９３２

伊藤工業 ㈲

壬生町大師町 ６－４１

０２８２－８２－０６７２

布施木設備

壬生町藤井 ２４５－３

０２８２－８２－５５２１

㈱水井

壬生町本丸２－１５－５９

０２８２－８２－１１６５

㈲ 松本管工設備

壬生町元町 ８－２４

０２８２－８２－０８７７

㈱ 江田創設

壬生町七ッ石 ７９３

０２８２－８２－１０２１

石原設備工業

壬生町国谷 ２００３－１

０２８２－８１－２７０１

㈲ 益子ポンプ店

那珂川町馬頭 ２５５８－５５

０２８７－９２－２９７７

荒井工業㈱

那須烏山市田野倉 １６－１

０２８７－８８－７４６１

