
阿見町水道指定工事店名簿 平成26年6月2日現在

指定番号 工　　事　　店　　名 住　　　　　　　所 代　　表　　者 電　話　番　号

1 宮崎鉄工所 阿見町竹来1803 　宮崎　邦則 029-887-4001

2 ㈲飯塚水道工業 阿見町青宿436-5 　飯塚　和男 029-887-0137

5 今井設備㈱ 阿見町阿見4303-24 　今井　泰男 029-887-0501

6 ㈲岩瀬ポンプ工業所 土浦市大町5-4 　岩瀬　市之介 029-821-1555

8 三和工事㈱ 土浦市大岩田町932-2 　金井　義光 029-821-1733

9 ㈱山田設備 土浦市大岩田1278 　山田　大作 029-821-1511

11 常盤工事㈱ 土浦市下高津1-2-21 　藤枝　護 029-821-1942

19 ㈲池田商会 土浦市桜町1-16-3 　池田　庄一 029-823-3382

20 ㈱小川商店 土浦市荒川沖西2-22-20 　小川　すみ 029-841-0034

21 ㈲古橋管工事 土浦市常名93-10 　古橋　利男 029-821-5017

23 カトリ冷熱設備㈱ 阿見町実穀1643 　小野田　敬 029-841-2126

25 清和管工㈱ 阿見町追原1164-1 　小松澤　千代美 029-889-2345

26 ㈲和田水道工業所 阿見町阿見4666-2004 　和田　利光 029-872-7001

28 昱㈱茨城支店 土浦市千束町3番11号 　服部　泰幸 029-822-2410

30 ㈱木村金物店 土浦市荒川沖西2-21-4 　木村　宏守 029-841-0064

32 ㈲持田設備工事 阿見町うずら野二丁目10番地5 　持田　宏之 029-842-0687

33 ㈲岩井設備 阿見町荒川本郷1905-4 　岩井　利夫 029-841-1689

35 ㈲篠崎設備 阿見町曙82-1 　篠崎　友治郎 029-887-7147

36 ㈱阿部工業 土浦市中高津2丁目1番8号 　阿部　義輝 029-821-1209

38 ㈱神立設備 つくば市北条5015 　神立　宏 029-867-1230

41 ㈲協進工業 阿見町塙310 　舘野　輝男 029-889-2753

42 東洋プラント工業㈱ 土浦市中村南四丁目５番２７号 　今泉　多香子 029-842-8611

43 ㈱サカエ 牛久市岡見町960番地12 　濱舘　利明 029-872-7297

44 筑南工業㈱ つくば市谷田部1170-4 　佐藤　吉平 029-836-3933

45 ㈱広伝 石岡市高浜792-1 　笹目　誠 0299-26-3211

46 昭和管工事㈱ つくば市倉掛858-1 　広瀬　貴之 029-851-3371

47 ㈱ティエム 石岡市八軒台17-4 　入江　弘子 0299-24-5667

48 ㈱常総住建 美浦村大谷441 　鈴木　恭平 029-885-0401

50 ㈱カワイ 笠間市矢野下399番地 　川井　栄 0296-77-4555

51 ㈲福田管工 牛久市さくら台1-68-10 　福田　正則 029-872-2417

52 中島鑿泉工業㈱ つくば市上横場1905-7 　中島　正巳 029-836-1791

53 東信設備工業㈱ 取手市青柳123-3 　工藤　行穂 0297-74-5944

54 ㈱市原工業 つくば市泊崎172-1 　市原　裕一郎 029-876-1121

56 早川電熱 阿見町若栗1339-56 　早川　浩二 029-887-4098

57 ㈱宮本総合設備 稲敷市佐倉2283 　宮本　富夫 029-892-1490

58 ㈱岡野設備工業所 土浦市乙戸南3-13-26 　岡野　忠夫 029-842-2830

60 水研工業㈱玉里営業所 小美玉市上玉里21-124 　磯部　雅 0299-26-3000

61 茨城日化サービス㈱つくば支店 下妻市鯨2317-1 　里見　博孝 0296-30-6625

62 大塚工業㈱ つくば市小野川9-38 　大塚　泰造 029-851-7237

63 信工業㈱ 稲敷市江戸崎甲4769番地1 　平田　唯夫 029-892-0040

64 ㈲朝比奈電気設備工業 稲敷市高田3438番地５ 　朝比奈　慎也 029-892-0157

65 富士協和工業㈱ つくば市上広岡384番地1 　赤津　俊幸 029-857-7333

66 ㈲サークル設備 龍ヶ崎市松葉1-11-3 　紫野　茂 0297-62-3870

67 東部設備工業㈱ つくば市高野1202-4 　大久保　憲男 029-847-8126

68 ㈱守谷商会 守谷市百合ヶ丘三丁目2787-58 　松見　健康 0297-48-1124

69 ㈲木村設備 つくば市稲岡608 　木村　成一 029-837-0987

70 鈴木設備㈱ 神栖市波崎1589番地25 　鈴木　卓也 0479-44-2471

71 ㈱クサマ 土浦市国分町7-56 　草間　秀樹 029-821-6663

73 ㈱青木 土浦市下高津2-13-13 　青木　正志 029-821-2420
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74 勝田建工㈱ 土浦市中央1-7-2 　加藤　肇 029-825-1821

75 和友工業㈱ 取手市青柳707-1 　武田　浩明 0297-70-1177

76 常陽水道工業㈱ 土浦市文京町18-28 　池田　好男 029-821-1924

79 日東エンジニアリング㈱ 土浦市小松3-24-16 　坂本　好郎 029-824-3211

80 ㈲中島冷熱 美浦村舟子600 　中島　盛夫 029-885-2039

81 ㈱池田工務店 土浦市西根南三丁目７番６２号 　池田　正己 029-842-8071

82 ㈲大崎管工事 阿見町大室577 　大崎　信也 029-888-3167

83 ㈲増田設備 坂東市沓掛5785 　増田　章 0297-44-3733

85 積和建設東関東㈱常葉支店 牛久市岡見町2856-2 　滝田　旨男 029-874-1735

87 大崎設備工業 阿見町大室877-2 　大崎　祐一 029-887-3873

88 ㈱サンエイ設備興業 阿見町岡崎2丁目5番36 　諸井　英夫 029-887-9669

89 ㈱栄建設 土浦市神立町3737番地の1 　中川　由子 029-831-9424

91 ㈲坂本機工 つくば市大字寺具735 　坂本　登志雄 029-869-0161

94 ㈲久松設備 美浦村土浦1592-1 　久松　貴之 029-886-0346

96 須田管工商会 つくば市大字下大島829 　須田　修史 029-867-5037

97 ㈲山崎設備 取手市双葉3-11-6 　山崎　修 0297-83-2814

98 ㈱イシダ 龍ヶ崎市八代町2742（城ノ内3-7-8） 　石田　尚通 0297-64-7839

100 杉山金物店 美浦村木原４８６番地２ 　杉山　幸一郎 029-885-2400

101 ㈲鳥原工業 阿見町荒川本郷1323番地20 　鳥原　延友 029-842-5986

102 ㈱増尾電気設備 美浦村大谷２８７番地 　増尾　俊夫 029-885-0133

103 三栄工業㈱ 石岡市鹿の子4丁目5番1号 　軽部　治 0299-24-3720

105 ㈲三生工業 阿見町大字島津１３７５番地 　柳生　文章 029-887-4347

106 関東アクアサービス㈱ 筑西市関本中1062番地1 　坂入　功 0296-20-3330

107 ㈲渡辺燃料店 稲敷市江戸崎甲3168番地5 　渡辺　洋 029-892-2233

108 芹沢設備工業㈱ 稲敷市佐倉1975番地の7 　芹沢　敏夫 029-892-0764

111 ㈱三英エンジニアリング つくば市要元猿壁２６１番地 　齊藤　外治 029-864-3102

112 つくばね石油㈱ つくば市大字大貫２０５番地 　赤城　輝信 029-867-2011

113 ㈱SHOWA 牛久市栄町１丁目37番地 　細野　海人 029-872-7281

114 樋口土木㈱ 阿見町住吉二丁目3番地19 　高橋　正男 029-842-8134

117 東部ｶﾞｽﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ㈱茨城支社　土浦事業所 土浦市有明町2番49号 　佐藤　和敏 029-823-2968

119 ㈲ミライフ 土浦市文京町1番14号 　金子　陽一 029-827-4052

120 ㈱千代田機工 かすみがうら市下軽部1239番地 　大川　すゑ 029-896-0654

121 ㈲小川電気設備 小川設備工事部 つくば市大字山中267番地 　小川　哲男 029-836-0173

122 ㈱山田住設 笠間市日草場161番地 　山田　邦道 0296-71-0307

123 ㈱ナカジマ 美浦村舟子601番地 　浅野　和郎 029-885-2037

124 ㈱ヒカリ 牛久市ひたち野西１８－１－１ 　篠崎　庸雄 029-870-0006

125 ㈲久保組 阿見町中央二丁目１６番９号 　武塙　文男 029-887-7423

126 吉原住設 稲敷市高田2674番地 　吉原　克巳 029-892-0784

127 中村興業㈲ 阿見町荒川本郷2066番地の27 　中村　孝一 029-841-3038

128 大野産業㈱ 取手市小文間4694番地 　大野　功 0297-77-8155

129 根本住宅産業 稲敷市阿波崎1568番地 　根本　國男 0299-79-1543

134 増川設備工業㈱ 龍ヶ崎市川原代町3199番地の3 　増川　千博 0297-66-2339

135 島田設備㈱ 筑西市海老ヶ島896番地 　島田　栄 0296-52-0180

136 昭和設備 石岡市北府中一丁目11番2号 　雨谷　千次 0299-23-5822

137 ㈱アクアサービス 土浦市荒川沖61番7 　石津　光一 029-842-7321

138 飯塚商店 阿見町福田933番地1 　飯塚　朋広 029-889-1724

140 ㈱久田設備工業 水戸市酒門町1925番地 　久田　晃由 029-304-6336

141 長谷川住設 土浦市中央二丁目9番31号 　名雪　修 029-821-1088

142 吉田商店 土浦市桜ヶ丘町5番30号 　吉田　俊治 029-823-1646
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143 ㈱共設 牛久市牛久町3324番地の8 　関川　正城 029-874-4266

144 ㈱キクチ総業 阿見町荒川本郷2393番地3 　菊地　律夫 029-843-6400

145 ㈲ワタナベ工業 利根町羽根野643番地26 　渡邊　富士男 0297-68-6509

146 東向西産業㈱ 土浦市神立中央2-20-36 　木島　廣宣 029-831-3763

147 ㈲ヤマコ工業 千葉県船橋市宮本4-4-1 　小山　浩敬 047-460-4010

148 ㈲人見設備 龍ヶ崎市久保台一丁目1番地18 　人見　武司 0297-66-2545

149 ㈱スズヤ 小美玉市羽鳥798番地 　鈴木　伸嘉 0299-46-0007

150 ㈱杉原建設 阿見町阿見4666番地の3084 　杉原　美文 029-887-4834

151 ㈲丸隆建設 阿見町本郷二丁目16番地7 　須藤　活久 029-842-6980

153 ㈱霞南工業 阿見町実穀1518番地252 　図師　将彦 029-841-9115

155 ㈲たばやし 桜川市真壁町山尾455番地 　田林　幹夫 0296-54-0435

156 ㈱ライフィット 千葉県我孫子市布佐3398番地 　篠本　成子 04-7189-2921

157 ㈲黒江設備 つくば市島名2713番地の1 　黒江　隆一 029-839-5551

158 松尾建設㈱ 阿見町実穀1333番地 　松尾　拓也 029-841-1520

159 伊奈工業㈱ つくばみらい市城中359番地 　大久保　力 0297-58-6168

161 ㈲信和設備 土浦市小野586番地 　安室　克巳 029-862-4329

162 ㈲松村設備 龍ヶ崎市4223番地2 　松村　政幸 0297-64-8082

163 ㈱テックワン 土浦市小山田二丁目87番地 　林田　正史 029-842-0936

164 ㈱スガワラ工業 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野546番地 　菅原　千晶 0480-34-4741

165 ㈲倉本設備 結城市大字結城8699番地の6 　倉本　日出海 0296-32-4692

166 ㈲ハウスドクター土浦 土浦市烏山3丁目1081番地32 　石塚　勇 029-843-8122

167 ㈲大塚設備 土浦市大町14番24号 　大塚　美智男 029-828-0850

168 松浦建設㈱ 阿見町阿見608番地の3 　松浦　一久 029-887-1771

169 ㈱創和工業 土浦市真鍋４丁目９－２３ 　川俣　肇 029-822-2210

170 ㈱クラシアン 千葉支社 千葉県船橋市丸山四丁目46番6号 　鈴木　一也 047-429-0591

171 ㈱イーテック 土浦市大町１３番地１９号 　飯島　邦明 029-846-5661

172 ㈲中根設備工業 土浦市中1180番地83 　中根　章弘 029-843-1071

173 ㈲石崎設備 行方市行戸８４０番地の１ 　石崎　哲雄 0291-35-3334

174 小宮設備工業㈱ 取手市白山三丁目７番１１号 　小宮　賢司 0297-72-6760

175 福井建設㈱ 石岡市茨城三丁目１７番４号 　笠川　典子 0299-24-2840

176 ㈱大成設備工業 ひたちなか市大字後台454番地5 　鈴木　幹翁 029-273-2930

177 ㈲高橋商事 稲敷郡河内町金江津9308番地7 　高橋　博 0297-86-2182

178 ㈱藤和 那珂市菅谷3094番地 　藤咲　宜範 029-295-5674

179 ㈱宮越設備工業 つくば市田倉5192番地19 　宮越　東光 029-847-2933

180 第一環境㈱ 東京都港区赤坂２丁目２番１２号 　岡地　雄一 03-6277-7920

182 ㈱フクテックス 水戸市笠原町474番地2 　森田　優 029-297-5888

183 ㈱品川設備 土浦市木田余4980番地の1 　品川　淳一 029-822-5362

184 ㈱和設備 千葉県我孫子市中峠3048番地の28 　石塚　和行 04-7187-5176

185 康雄工業 つくば市上横場1905番地７ 　中島　康雄 　029-838-1162

186 翔和エンジニアリング㈱ 水戸市青柳町4750番地の2 　沼田　修 　029-227-0115

187 新栄電業㈱ かすみがうら市稲吉東四丁目3番28号 　新井　通子 　029-831-6009

188 常磐興業㈱ つくばみらい市筒戸3178番地 　鈴木　哲夫 0297-52-2203

189 ㈲茨大工業 坂東市上出島109番地の1 　大久保　静 0297-34-3800

190 ㈲新和工業 かすみがうら市下稲吉3972番地 　倉河　義和 029-832-0560

192 ㈱星総合設備 土浦市卸町2丁目8番14号 　堀越　大介 　029-843-3664

194 ㈱澤産業 龍ヶ崎市1782番地3 　澤　俊勝 0297-62-0273

195 高橋水道工事店 つくば市下岩崎2134番地2   高橋　誠 0298-76-5538

196 ㈱大鶴 土浦市中高津２丁目２番地2 　飯田　宗光 029-821-1375

197 石山設備 竜ヶ崎市別所町42番地 　石山　勇刀 　0297-64-4303
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198 ㈱光設備 北相馬郡利根町大字立木1091番地2 　川上　光則 0297-68-5905

199 ㈱大進工業 常総市川崎町甲841番地 　猪瀬　浩一 0297-22-7678

200 みなみ設備 牛久市南四丁目32番地15 　藤白　文夫 029-871-7301

201 松下設備工業 つくば市栗原3533-74桜台コーポ１０１室 　松田　豊 029-850-6672

202 ジョイテック㈱ 阿見町鈴木8-11 　仁田　健太郎 029-879-5289

203 ㈱成財基業 つくば市高崎１１１番地 　古山　晃 029-872-5627

204 ㈱イトウ 北相馬郡利根町大字八幡台2番地17 　伊藤　こう  0297-67-4502

205 ㈲湖北工業 土浦市手野町1901番地の1 　岡本　時男 029-828-1985

206 コーワ設備 土浦市永井1767番地 　福田　利幸 029-862-3679

207 砂押工業㈱ ひたちなか市高野３３８番地４ 　砂押　義郎 029-285-3626

208 ㈱イチゲ電設 笠間市鯉淵6732番地6 　市毛　優至 0296-77-8228

210 ㈲柳田設備工業 筑西市桑山1999番地3 　柳田　貴弘 0296-57-9221

211 ㈲渡辺工業所 土浦市虫掛3290番地 　渡辺　誠 029-824-1925

212 ㈱城北エンジニアリング 取手市本郷5丁目16番1号   伊藤　勝也 0297-74-9150

213 ㈲ワタナベテック 埼玉県吉川市上笹塚1752番地8   渡邊　孝 048-982-3361

214 近代住機㈱ 千葉県松戸市馬橋2851番地   谷口　和廣 047-348-9100

215 五島産業㈱ 阿見町竹来1132番地 　仁田　忠徳 　029-891-0021

216 柳田設備㈲ つくば市高崎1534番地の6 　柳田　正行 0298-71-5261

217 ㈱クロカワ つくば市西高野913番地 　黒川　勇 029-865-0360

218 ㈱フジコー 水戸市浜田一丁目19番13号 　高橋　伸之 029-221-8700

219 ㈲ミズノ工業 ひたちなか市大字馬渡3568番地 　水野　善和 029-275-1277

220 ロイヤルホームセンター㈱関東本部 千葉県千葉市稲毛区六方町75番1 　中山　正明 043-304-3461

221 アース・クリエイション 阿見町上長168-115   川村　幸希 029-896-5907

222 安達設備工業 龍ヶ崎市7540番地4   安達　孝幸 0297-62-3990

223 萩原設備 阿見町中央6丁目20番32号   萩原　明広 029-888-0415

224 ㈱岩瀬双葉 桜川市中泉３３２番１   仙波　はる 0296-76-1561

225 ㈲ミーサン 牛久市中央5丁目13番11号   宮本　幸雄 029-802-3303

226 ㈱中島 つくば市上横場1905番地の7   伊藤　大輔 029-836-1977

227 備水工業㈱ 鉾田市鳥栖2111-23   額賀　隆 0291-34-3553

228 櫛田設備 阿見町阿見5453番地25   櫛田　裕正 029-879-9802

229 丸大燃工㈱ 水戸市酒門町4456番地の5   大曽根　庸介 029-247-1880

230 俊屋商事㈱ つくば市上横場1824番地5   坂入　勝俊 029-847-1048

231 小口設備工業㈱ 下妻市今泉130番地の1   小口　博 0296-44-3390

232 ㈲城南設備 龍ケ崎市大徳町一区1089番地 　伊藤　好彦　 0297-64-4557
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