
全 170 社

市内

指定工事店名 所在地

株式会社 赤塚土木興業 つくばみらい市長渡呂252番地 0297-58-6213

伊奈工業 株式会社 つくばみらい市城中359番地 0297-58-6168

いなほ工業 株式会社 つくばみらい市上島848番地 0297-58-0382

オービー建設 株式会社 つくばみらい市谷井田750番地1 0297-47-7000

久下設備 つくばみらい市城中55番地 0297-58-0418

有限会社 坂本設備工業 つくばみらい市豊体612番地2 0297-58-0070

成建工業 株式会社 つくばみらい市板橋3022番地7 0297-58-8613

成島建設 株式会社 つくばみらい市板橋3101番地 0297-58-1131

浜野商事 株式会社 つくばみらい市伊丹161番地 0297-58-2416

原信田建設 株式会社 つくばみらい市板橋1783番地 0297-58-0018

株式会社 山田組 つくばみらい市城中952番地 0297-58-2351

株式会社　ユーエス設備工業 つくばみらい市伊奈東33番地229 0297-44-6237

有限会社 片見設備工業 つくばみらい市福岡1425番地1 0297-52-5804

有限会社 川口商事 つくばみらい市鬼長526番地1 0297-52-3286

常栄エンジニアリング 株式会社 つくばみらい市田村450番地 0297-52-7633

常総土木工業 株式会社 つくばみらい市福岡1383番地1 0297-52-5357

株式会社 新みらい つくばみらい市絹の台2丁目2番地3 0297-34-1088

株式会社 誠勝 つくばみらい市筒戸1987番地11 0297-20-5470

塚本建設工業 株式会社 つくばみらい市東楢戸980番地1 0297-52-3681

株式会社 塚本商事 つくばみらい市東楢戸2番地1 0297-52-2221

株式会社 寺田興業 つくばみらい市南927番地2 0297-52-5809

常磐興業 株式会社 つくばみらい市筒戸3178番地 0297-52-2203

株式会社 豊島産業 つくばみらい市川崎213番地3 0297-52-3335

株式会社 直井造園土木 つくばみらい市日川571番地 0297-52-2600

常陸管工 つくばみらい市上長沼617番地 0297-52-5579

有限会社 福新設備工業 つくばみらい市台198番地 0297-52-5133

有限会社 文倉建設 つくばみらい市鬼長1231番地2 0297-52-5622

有限会社 丸斉建設 つくばみらい市真木106番地 0297-52-2627

谷原建設 株式会社 つくばみらい市下長沼118番地1 0297-52-2298

トヨシマ水工　株式会社 つくばみらい市川崎382番地 0297-21-2261

近代住機株式会社 茨城支店 つくばみらい市絹の台五丁目3番地6 0297-57-2270

市外

指定工事店名 所在地

株式会社 大山設備 守谷市百合ヶ丘2丁目2694番地40 0297-48-0235

有限会社 大和田鉄工 守谷市ひがし野1丁目25番地5 0297-48-0212

有限会社 坂設備工業所 守谷市薬師台7丁目10番地6-107 0297-48-5062

株式会社 舘野設備工業 守谷市松並2024番地79 0297-48-3019

有限会社 中村建設 守谷市本町7269番地 0297-48-0620

株式会社 文道電気 守谷市本町3441番地の7 0297-48-1295

有限会社 明和設備工業 守谷市大山新田457番地 0297-20-0457

株式会社 守谷商会 守谷市百合ヶ丘3丁目2787番地の58 0297-48-1124

株式会社 ユアビス 守谷市小山92番地 0297-47-0009

積和建設東関東 株式会社 常葉支店 守谷市百合ヶ丘三丁目2642番地1 0297-21-1211

株式会社日田建設工業　 守谷市高野1207番地13 0297-45-1701

株式会社伊藤住設　茨城営業所 守谷市本町3342－18－106 0297-21-9222

株式会社　大川設備 守谷市本町3911番地の2 0297-45-9360

つくばみらい市下水道排水設備指定工事店名簿（令和4年3月22日現在）

電話番号

電話番号



全 170 社つくばみらい市下水道排水設備指定工事店名簿（令和4年3月22日現在）

市外
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赤塚工業 株式会社 取手市白山6丁目12番14号 0297-74-0035

有限会社 飯田設備 取手市双葉1丁目23番15号 0297-82-3339

大野産業 株式会社 取手市小文間4694番地 0297-77-8155

小宮設備工業 株式会社 取手市白山3丁目７番11号 0297-72-6760

有限会社 ヒラマツ工業 取手市新取手2丁目10番26号 0297-95-1100

有限会社 山崎設備 取手市双葉三丁目11番6号 0297-83-2814

和友工業 株式会社 取手市青柳707番地1 0297-70-1177

株式会社 市原工業 つくば市泊崎172番地1 029-876-1121

株式会社 オオウチ商事 つくば市北条644番地1 029-867-4328

大塚工業 株式会社 つくば市小野川9番地38 029-851-7237

株式会社 大和田建設 つくば市西大橋13番地3 029-836-1304

有限会社 小川電気設備 つくば市山中267番地 029-836-0173

株式会社 神立設備 つくば市北条5015番地 029-867-1230

有限会社 黒江設備 つくば市島名2713番地1 029-839-5551

株式会社 クロカワ つくば市西高野913番地 029-865-0360

有限会社　坂本機工 つくば市寺具735番地 029-869-0161

有限会社 坂本設備 つくば市高崎1790番地 029-873-0334

株式会社　三英エンジニアリング つくば市要元猿壁261番地 029-864-3102

昭和管工事 株式会社 つくば市倉掛858番地1 029-851-3371

株式会社 成財基業 つくば市高崎111番地 029-872-5627

株式会社 高野水道工業 つくば市上横場1928番地3 029-836-0541

高橋水道工事店 つくば市下岩崎2134番地2 029-876-5538

有限会社 大栄設備興業 つくば市西栗山166番地3 029-838-0310

筑南工業 つくば市谷田部1170番地4 029-836-3933

株式会社 冨晃 つくば市境田96番地 029-838-2221

株式会社 中泉建設 つくば市六斗939番地 029-876-1222

株式会社 宮越設備工業 つくば市田倉5192番地19 029-847-2933

株式会社 ライフィット つくば市南中妻412番地 029-838-2921

株式会社　中島 つくば市上横場1905番地7 029-836-1791

有限会社　程山設備 つくば市中野171番地3 029-838-1878

株式会社　テックフィールド つくば市市之台82番地2 029-839-9575

株式会社　環境開発 つくば市北中妻215番地1 029-836-3510

株式会社　酒寄設備工業 つくば市沼田986番地1 029-866-0706

株式会社　つくば開発 つくば市上ノ室931番地5 029-875-4488

株式会社　忍成 つくば市篠崎８６７番地１ 029-869-9339

株式会社　昌輝 つくば市吉沼1025番地1 029-879-7155

有限会社 岩渕設備サービス 常総市坂手町5538番地74 0297-27-1966

株式会社 大木組 常総市鴻野山1725番地1 0297-43-7879

北島ポンプ興業　株式会社 常総市水海道渕頭町3099番地 0297-22-0645

小磯設備 常総市坂手町2215番地 0297-27-0062

有限会社 三和設備工業 常総市箕輪町79番地 0297-22-5141

株式会社 寺田設備工業 常総市水海道天満町4842番地 0297-22-0432

長谷川設備 常総市大塚戸町1420番地 0297-27-0483

有限会社 吉原設備工業 常総市三坂町988番地 0297-22-9828

有限会社　武蔵設備 常総市大崎町122番地 0297-23-3780

有限会社　倉持鉄工設備 常総市菅生町3040番地 0297-27-0355

大進綜合設備株式会社 常総市川崎町甲841番地 0297-22-7678

有限会社 茨大工業 坂東市上出島109番地1 0297-34-3800

有限会社 風見設備 坂東市長須5009番地2 0297-35-2656

有限会社 亀屋 坂東市沓掛3879番地2 0297-44-2056

木村設備社 坂東市内野山690番地 0297-44-3089

電話番号
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島田工業　株式会社 坂東市菅谷2130番地1 0280-88-7572

株式会社 のぐち 坂東市辺田790番地 0297-35-7108

有限会社 ファースト電化 坂東市沓掛1656番地 0297-44-2054

株式会社　よこはり 坂東市岩井2874番地9 0297-35-1316

有限会社　追分商事 坂東市岩井3375番地の5 0297-35-2318

株式会社 イシダ 龍ケ崎市城ノ内3丁目7番地8 0297-64-7839

株式会社　いしやま 龍ケ崎市平台3丁目11番地2 0297-94-0752

有限会社 サークル設備 龍ケ崎市貝原塚町3000番地3 0297-62-3870

有限会社 城南設備 龍ケ崎市大徳町一区1089番地 0297-64-4557

増川設備工業 株式会社 龍ケ崎市川原代町3199番地の3 0297-66-2339

有限会社 松村設備 龍ケ崎市4223番地2 0297-64-8082

有限会社　高橋設備 龍ケ崎市7553番地6 0297-62-1487

有限会社　篠本設備工業 龍ケ崎市貝原塚町3720番地2 0297-84-1883

株式会社 SHOWA 牛久市栄町1丁目37番地 029-872-7281

株式会社　アイダ設計 牛久市中央3丁目22番1号 050-3173-2510

塚本産業　株式会社 牛久市牛久町3300番地 029-872-2222

有限会社　ワタナベテック 茨城事務所 牛久市田宮町1083番地8 029-870-3131

株式会社　常総エナジー 牛久市下根町780番地3 029-873-2503

株式会社 アクアサービス 土浦市荒川沖61番地7 029-842-7321

勝田建工　株式会社 土浦市中央１丁目7番2号 029-825-1821

佐々木建設　株式会社 土浦市真鍋1丁目16番24号 029-824-1234

東向西産業　株式会社 土浦市神立中央2丁目20番36号 029-831-3763

有限会社 中根設備工業 土浦市中1180番地83 029-843-1071

株式会社　加藤設備工業 土浦市中187番地178 029-841-7151

株式会社　阿部工業 土浦市宍塚315番地3 029-821-1209

有限会社 新和工業 かすみがうら市下稲吉3972番地 029-832-0560

株式会社 宮本総合設備 稲敷市佐倉2283番地 029-892-1490

株式会社　野平設備 稲敷市佐倉3305番地3 029-893-0321

株式会社　青野建設 稲敷市時崎233番地24 029-869-6172

株式会社 イトウ 北相馬郡利根町大字八幡台2番地17 0297-68-4502

有限会社 ワタナベ工業 北相馬郡利根町羽根野643番地26 0297-68-6509

株式会社　光設備 北相馬郡利根町立木1091番地2 0297-68-5905

株式会社 霞南工業 稲敷郡阿見町実穀1518番地252 029-841-9115

萩原設備　株式会社 稲敷郡阿見町中央6丁目20番32号 029-888-0415

早川電熱 稲敷郡阿見町若栗1339番地56 029-887-4098

カトリ冷熱設備　株式会社 稲敷郡阿見町実穀1643番地 029-841-2126

株式会社　ベストライフ 稲敷郡阿見町実穀1359番地1 029-886-4474

有限会社 久松設備 稲敷郡美浦村土浦1592番地1 029-886-0346

有限会社　髙橋商事 稲敷郡河内町金江津9308番地7 0297-86-2182

三栄工業 株式会社 石岡市鹿の子4丁目5番1号 0299-24-3720

プラウド　株式会社 石岡市小屋417番地 0299-57-1195

有限会社　倉持工業 猿島郡境町1067番地 0280-87-0664

大島設備 下妻市宗道404番地1 0296-44-2618

有限会社 栗崎建設 下妻市下妻丁204番地 0296-44-2596

小口設備工業　株式会社 下妻市今泉130番地の1 0296-44-3390

株式会社　鈴木設備 下妻市尻手206番地 0296-30-1556

株式会社 野村住設工業 下妻市小島490番地3 0296-44-3251

株式会社 ヤナシマ 下妻市下木戸343番地の1 0296-43-6271

影山設備 下妻市高道祖309番地103 0296-43-9338

電話番号
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株式会社　セバタ 筑西市横塚1371番地4 0296-47-3412

有限会社 柳田設備工業 筑西市桑山1999番地3 0296-57-9221

株式会社　たさき緑化産業 筑西市藤ケ谷1146番地の7 0296-37-6139

株式会社　新和コーポレーション 筑西市折本333番地の24 0296-24-5673

株式会社 岡村工業 古河市諸川1013番地1 0280-23-5893

株式会社 ゴヨー 古河市仁連1903番地の2 0280-77-0105

有限会社　中央住宅設備 古河市関戸1745番地 0280-98-3141

株式会社　プロテック 古河市女沼46番地の3 0280-92-9500

ダイセーＥｘｔ　株式会社 古河市磯部540番地1 0280-23-1363

有限会社 倉本設備 結城市大字結城8699番地の6 0296-32-4692

株式会社 たばやし 桜川市真壁町山尾455番地 0296-54-0435

つかはら設備工業 桜川市真壁町塙世882番地3 0296-55-4907

株式会社 カワイ 笠間市矢野下399番地 0296-77-4555

株式会社 フジコー 水戸市浜田1丁目19番13号 029-221-8700

丸大燃工　株式会社 水戸市酒門町4456番地の6 029-247-1880

株式会社　マルシン 水戸市城南1丁目8番10 029-350-7110

株式会社　フクテックス 水戸市笠原町474番地2 029-297-5888

株式会社　パイプマン　水戸営業所 水戸市東野町字東割264番地1 029-350-8072

茨城日化サービス　株式会社 水戸市吉沢町301番地の4 0296-30-6625

みやた設備 小美玉市栗又四ケ2283-79 0299-27-0412

砂押工業　株式会社 ひたちなか市高野338番地4 029-285-3626

有限会社 ミズノ工業 ひたちなか市馬渡3568番地 029-275-1277

株式会社　佐久間設備 ひたちなか市柳沢469番地3 029-219-9972

山喜株式会社 那珂市西木倉257番地の1 029-298-3043

株式会社　東野 東茨城郡茨城町大字長岡3523番地37 029-841-2202

備水工業 株式会社 鉾田市鳥栖2111番地23 0291-34-3553

有限会社　石﨑設備 行方市行戸840番地1 0291-35-3334

電話番号


