
番号 指 定 工 事 店 名 代 表 者 所　　在　　地 電 話 番 号 備 考

1 Ｉ・ライフ 井上 猛男 下野市小金井1191-4 0285-44-1345

2 有限会社　秋山建設 秋山 良明 下野市薬師寺1774-1 0285-48-5572

3 株式会社　サニーハウス・アダチ安達 祐介 下野市小金井3009-61 0285-44-3252

4 新井土木　株式会社 新井 正勝 下野市上大領243-8 0285-53-4582

5 伊澤電気商会 伊澤 忠 下野市磯部280-4 0285-48-5100

6 石島燃料店 石島 信秀 下野市小金井48-20 0285-44-0240

7 有限会社　稲葉設備工業 稲葉 光政 下野市下古山44-8 0285-53-0668

8 エーケーホーム 阿部 功 宇都宮市末広1-14-30 028-655-5353

9 有限会社　海老原住設 海老原 邦芳 下野市磯部364 0285-48-1539

10 有限会社　海老原設備工業 海老原 智 下野市本吉田958 0285-48-5006

11 有限会社　大内設備工業 大内 洋一 下野市笹原93-9 0285-44-1139

12 有限会社　大垣 大垣 成男 下野市石橋597-9 0285-53-0871

13 有限会社　桜花建設 近藤 勘偉 下野市国分寺510 0285-40-6941

14 有限会社　大島設備 大島　義和 下野市下古山690-1 0285-53-6503

15 有限会社　神田設備 神田 昭如 下野市石橋953-1 0285-53-2885

16 有限会社　木屋 長 康史 下野市石橋420 0285-53-0107

17 倉井建設　株式会社 倉井 精一 下野市下古山3254 0285-53-1005

18 コウエイ工業　株式会社 吉田 宗司 下野市花の木1-2-4 0285-53-1883

19 有限会社　小金井電気商会 田口 權一郎 下野市柴763 0285-44-0157

20 小平住設　有限会社 小平 幸弘 下野市上台453-23 0285-53-6891

21 株式会社　小林工業 小林 英一郎 下野市石橋253 0285-53-0633

22 小林さく井工業　株式会社 小林 新太郎 下野市柴761-38 0285-44-2563

23 有限会社　坂本電機設備工業 坂本 道男 下野市緑2-3290-16 0285-44-1143

24 有限会社　佐藤電気 佐藤 昭 下野市柴456-3 0285-44-1250

25 三栄興業　株式会社 石田 雄亮 下野市東前原161-1 0285-52-0631

26 株式会社　スガマタ 小野澤 康 下野市石橋839-3 0285-53-2580

27 株式会社　須藤工業 須藤 茂 下野市下坪山1475 0285-48-1376

28 株式会社　大昇工業 大嶋 一寛 下野市文教2-266 0285-53-0716

29 有限会社　タテノ 釜井 孝明 下野市小金井132 0285-44-0277

30 舘野興業　株式会社 舘野 秀樹 下野市仁良川1622-6 0285-32-6525

31 有限会社　椿組 鶴見 一男 下野市薬師寺1627-3 0285-48-5482

32 有限会社　藤沼建設 藤沼 秀夫 下野市仁良川1613-2 0285-37-7650

33 北斗管工　株式会社　石橋支店舘　浩史 下野市下古山3262 0285-53-5356

34 株式会社　前商 前田 好則 下野市下石橋646-3 0285-52-1260

35 株式会社　前原土建 前原 正義 下野市上大領30-2 0285-53-1732

36 有限会社　マルキ設備農機具 渡邉 喜一郎 下野市柴7-7 0285-44-2377

37 有限会社　元木電機 元木 幸一 下野市小金井113 0285-44-7938

38 有限会社　保久開発 久保田 秀男 下野市小金井5-20-12 0285-44-9171

39 葭葉設備工業　株式会社 葭葉 英幸 下野市下坪山1679 0285-48-0845

40 株式会社　長工業　国分寺支店関口　芳衛 下野市小金井6-7-1 0285-44-0069

41 関口住設 永井 澄雄 下野市川中子302番地5 0285-44-2272

42 株式会社　竹葉建設 大橋光明 下野市柴1087 0285-44-7688

43 渡邉総設　株式会社 渡邉 俊夫 下野市上古山1502-55 0285-53-1102

44 しもつけ設備　株式会社 薗部 一雄 下野市仁良川1571-45 0285-39-6359

45 株式会社　山本造園土木 山本　幸雄 下野市緑2-9-1 0285-44-0605

46 岡本建設　株式会社 岡本　忠士 下野市小金井1丁目3番地1 0285-44-0231
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47 仁愛工房 宮内　直仁 下野市国分寺1030-5 0285-38-7231

48 株式会社　いなば住設 稲葉　幸男 下野市駅東4丁目7-31 0285-39-6915

49 吉栄工業　株式会社 吉田　亘 下野市柴1041-2 0285-44-1309

50 伊藤工業　有限会社 伊藤 孝洋 壬生町大師町6-41 0282-82-0672

51 株式会社　江田創設 江田 久雄 壬生町大字七ツ石793 0282-82-1021

52 小田垣総合設備　株式会社 小田垣 喜義 壬生町本丸2-25-9 0282-82-0034

53 小林工業　有限会社 小林 浩 壬生町安塚1029 0282-86-0164

54 有限会社　斉藤設備工業 齋藤 善実 壬生町幸町2-20-5 0282-86-1336

55 有限会社　東武住宅機器 武関 鋙郎 壬生町安塚3343-32 0282-82-6620

56 有限会社　松本管工設備 松本 裕一 壬生町元町8-24 0282-82-0877

57 小林設備　有限会社 小林 雅雄 壬生町幸町4-2-13 0282-86-2932

58 布施木設備 布施木 利之 壬生町大字藤井245-3 0282-82-5521

59 石原設備工業 石原　武嗣 下都賀郡壬生町大字国谷2003-1 0282-81-2701

60 株式会社　水井 水井　正行 下都賀郡壬生町本丸二丁目15-59 0282-82-1165

61 有限会社　上野住設工業 上野 豊雄 上三川町大字上三川3933 0285-56-4252

62 株式会社　神吉工業 吉沼 弘之 上三川町大字天神町19-1 0285-53-2337

63 株式会社　津野田土木 津野田 哲 上三川町大字上神主462-1 0285-53-6451

64 有限会社　栃木屋 猪野 弘義 上三川町大字上三川1338 0285-56-2117

65 有限会社　野沢住設工業 野澤 富次男 上三川町大字西蓼沼707-10 0285-56-0923

66 有限会社　明和設備工業 小沢  明 上三川町大字上三川4799-1 0285-56-2239

67 株式会社　柳田商会 柳田  正喜 上三川町大字上蒲生23 0285-56-2162

68 伊澤建設　有限会社 伊澤　広子 上三川町大字上三川3187 0285-56-6265

69 有限会社　猪瀬設備工業所 猪瀬 健一 小山市大字南飯田289-107 0285-45-3051

70 株式会社　小山水道工業所 海老原 寿英 小山市宮本町3-8-22 0285-22-1200

71 株式会社　白沢設備 鈴木 千秋 小山市天神町1-4-48 0285-23-2749

72 有限会社　水工設備 川越　幸康 小山市犬塚7-20-1 0285-27-3922

73 株式会社　須賀建設 須賀　修一 小山市大字下初田1011 0285-37-1059

74 有限会社　鈴木住宅設備サービス鈴木 英一 小山市羽川113-6 0285-25-3423

75 大洋設備　株式会社 福田　勇士 小山市大字島田101-1 0285-37-0896

76 有限会社　タケシ工業 山本 猛 小山市大字神鳥谷291-1 0285-23-3592

77 株式会社　トチナン 猪瀬 修 小山市大字乙女1339 0285-45-8352

78 株式会社　永井設備工業 徳増　勝義 小山市犬塚4-11-15 0285-23-0202

79 株式会社　ヒタチ設備 武井 正浩 小山市駅東通り2-35-10 0285-25-0882

80 有限会社　山中鑿泉工業 山中 政樹 小山市大字塚崎1073-1 0285-27-2837

81 株式会社　中山設備機器 中山　貴文 小山市大字中久喜198 0285-22-1865

82 株式会社　渡辺管工 渡邉　美智子 小山市東間々田2-20-47 0285-45-0326

83 技建工業　株式会社 伊沢 壯夫 小山市駅南町6-28-12 0285-27-4346

84 有限会社　アイ企画 吉森 市郎 小山市大字南和泉1307-7 0285-28-3991

85 有限会社　グットライフ 松本 正 小山市平和236-1 0285-45-8087

86 有限会社　東日本浄化槽管理センター小林 純也 小山市神鳥谷2-1-15 0285-23-3540

87 株式会社　蔦工務店 下野 洋司 小山市大字喜沢813-4 0285-22-1199

88 山さく建工　株式会社 山中康裕 小山市大字塚崎1414 0285-27-1071

89 有限会社　篠原土建工業 篠原　貞男 小山市三拝川岸233 0285-24-2586

90 有限会社　栄信 本橋　信男 小山市鉢形467 0285-49-2100

91 株式会社　松浦住宅設備 松浦　勝仁 小山市西城南2-30-2 0285-31-3078

92 岩原産業　株式会社 岩原 正樹 宇都宮市平出工業団地6-12 028-662-8441

93 株式会社　植竹設備工業 植竹    孝 宇都宮市御幸ヶ原町136-34 028-661-5517
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94 株式会社　エム・プロダクト 佐藤 義晴 宇都宮市針ヶ谷町1006 028-653-6342

95 有限会社　エムワイ設備工業 北條　敦史 宇都宮市西原2-2-9 028-634-4716

96 株式会社　大森設備工業 黒川 平 宇都宮市江曽島3-798 028-658-4100

97 岡田設備工業　有限会社 岡田  典子 宇都宮市西川田町933-9 028-658-1134

98 有限会社　かまひこ工業 木村 眞人 宇都宮市花房1-13-15 028-638-9308

99 株式会社　共栄配管 阿久津 宏志 宇都宮市西川田町6-2 028-658-0502

100 株式会社　コボリライフ 小堀 昌宏 宇都宮市富士見ヶ丘3-26-5 028-627-4139

101 株式会社　小牧工業 小牧 伸敏 宇都宮市江曽島町1146-2 028-658-1756

102 株式会社　新栄設備工業 渡邉 重夫 宇都宮市兵庫塚2-9-1 028-654-2297

103 スズコウアールディ　株式会社 鈴木 康史 宇都宮市問屋町3426-46 028-656-5485

104 有限会社　総合住宅設備 鈴木 義夫 宇都宮市鶴田2-16-2 028-648-4160

105 大産企業　株式会社 宅本 浩希 宇都宮市峰1-17-23 028-636-2655

106 株式会社　田中工業 田中 英治 宇都宮市簗瀬町1923-2 028-635-6111

107 株式会社　栃木日化サービス 根岸　正男 宇都宮市海道町511-3 028-662-2662

108 株式会社　南場設備 南場 一人 宇都宮市上桑島町1476-3 028-656-8934

109 株式会社　西浦工業 西浦 徹 宇都宮市鶴田町217-11 028-648-4128

110 日神工業　株式会社 神宮 厚 宇都宮市東塙田2-8-41 028-627-7571

111 株式会社　広野冷熱工業 伊藤 康行 宇都宮市宝木本町1140-70 028-665-3356

112 福田すいどう　有限会社 福田　幹代枝 宇都宮市西川田本町4-3-12 028-659-8285

113 株式会社　福冨 福冨 隆夫 宇都宮市富士見町2-14 028-653-0200

114 有限会社　平成スマイル設備工業渡辺 利男 宇都宮市今宮2-17-1 028-645-9671

115 株式会社　増渕組 増渕　勝明 宇都宮市簗瀬町2500-15 028-633-7373

116 若目田設備　有限会社 若目田 研一 宇都宮市鐺山町622-1 028-670-6400

117 和田工業　株式会社 廣田　勝義 宇都宮市今泉町21 028-621-0511

118 平石環境システム　株式会社 平石 裕一 宇都宮市平出町414-1 028-661-3553

119 協進設備工業　株式会社 飯島　恭二 宇都宮市菊水町14-10 028-633-8381

120 Y　設備 横山 寛 宇都宮市陽東1-8-27 028-661-8210

121 株式会社　シンエイ企業 渋谷 知則 宇都宮市平松町871-4 028-636-4339

122 有限会社　斉藤設備工業 齋藤 茂 宇都宮市石那田町167 028-665-2619

123 有限会社　キクチ設備工業 菊地 二三房 宇都宮市駒生町1811-9 028-652-0354

124 東栄設備工業　株式会社 黒澤 佳樹 宇都宮市今泉町445 028-621-8370

125 大塚産業　株式会社 大塚　守 宇都宮市砥上町350-18 028-648-1518

126 株式会社　青和 松川　武嗣 宇都宮市台新田1-18-4 028-659-1112

127 株式会社　輝工業 黒崎 治英 宇都宮市御幸ヶ原町34-4 028-663-3232

128 株式会社　阿久津設備 阿久津 哲也 宇都宮市大谷町1396-15 028-601-1702

129 有限会社　ハンダ設備 半田 邦昭 宇都宮市岩本町465-2 028-624-8439

130 横山工業　株式会社 横山 庸 宇都宮市中久保1-10-15 028-661-0015

131 株式会社　菊地設備工業 菊地伴和 宇都宮市下平出町161-1 028-666-5469

132 金箱工設　株式会社 金箱 忠司 宇都宮市雀宮町118-4 028-653-6603

133 株式会社　石川工業 石川　稔 宇都宮市下桑島町1097-4 028-612-1838

134 株式会社　倉持工業 倉持　基 宇都宮市弥生1-10-5 028-634-0414

135 株式会社　フジコー 里井　岸郎 宇都宮市宮原4-2-19 028-680-5760

136 株式会社　アイダ設計 會田　貞光 宇都宮市御幸ヶ原136-167 050-3173-2443

137 有限会社　髙工設備工業 髙工　庄太郎 宇都宮市新里町丁1182-8 028-665-0843

138 株式会社　星野工業 星野　良成 宇都宮市下荒針町3586 028-648-2205

139 有限会社　東栄理工 関　英彰 宇都宮市清原台1-15-17 028-667-6512

140 有限会社　関口設備工業 関口 和嗣 栃木市新井町675 0282-24-2325
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141 有限会社　早乙女管工 早乙女 宣夫 栃木市昭和町5-14 0282-22-3015

142 有限会社　高久設備 高久 靖男 栃木市仲方町141-14 0282-31-1070

143 有限会社　増茂工業 増茂 秀幸 栃木市宮町348-3 0282-31-0193

144 株式会社　山中設備工業 山中　聡 栃木市大平町北武井498-2 0282-23-3719

145 有限会社　片庭設備 片庭 清敬 栃木市大平町伯仲1713-1 0282-43-4059

146 有限会社　トーセツ 東條 正之 栃木市川原田町298-6 0282-24-9129

147 落合産業　株式会社 落合　希好 栃木市樋ノ口町54-6 0282-23-8823

148 池田設備工業　株式会社 池田 富雄 真岡市寺内1432-2 0285-84-5259

149 ウエノ工業　株式会社 上野 広隼 真岡市亀山274 0285-82-1453

150 細谷設備工業 細谷 努 真岡市高勢町2-248-4 0285-82-8766

151 株式会社　真岡設備工業 瀬尾 悦男 真岡市根本440 0285-80-1616

152 有限会社　藤沢設備工業 藤沢 浩愛 真岡市高勢町3-115 0285-84-1689

153 有限会社　橋本冷熱工業 橋本　誠 真岡市京泉2212-45 0285-84-2562

154 イシダ工業 石田　政由紀 真岡市東大島1129 0285-85-0748

155 有限会社　田村設備工業 田村　栄 真岡市堀内928 0285-82-6432

156 有限会社　保坂さく泉 保坂　正雄 真岡市物井752-2 0285-75-0043

157 株式会社　イマデン 大栗 悦夫 日光市吉沢410-6 0288-22-1770

158 株式会社　竹原工業 竹原 勲 日光市今市910-7 0288-22-1122

159 株式会社　鮫島工業 鮫島 守 日光市荊沢599 0288-22-0448

160 株式会社　川田組 川田 一之 鹿沼市茂呂2539-5 0289-76-1310

161 安生設備工業 安生　勇 鹿沼市下日向412-1 0289-63-2496

162 タイガー設備工業 染宮 達也 さくら市鷲宿3907-9 028-686-4431

163 株式会社　ユタカ設備工業 小林 一豊 栃木市藤岡町都賀459 0282-62-4781

164 株式会社　東芳リビングプランガイド猪口　又雄 市貝町多田羅465-1 0285-68-1386

165 株式会社　大垣設備 大垣　和久 佐野市岩崎町765-1 0283-61-0225

166 有限会社　総和住設 古木　宏幸 高根沢町光陽台3-12-3 028-680-1153

167 有限会社　中央住宅設備 関 次雄 茨城県古河市関戸1745 0280-98-3141

168 株式会社　拓進工業 小曽根　広幸 小山市西城南4-31-1 0285-27-3250

169 有限会社　豊田鑿泉工業 梶谷　健太郎 小山市黒本299-2 0285-37-0898

170 株式会社　篠原総合設備 篠原　誠一 宇都宮市下荒針町3588-5 028-648-3306

171 株式会社　リメイクＧクラフト 髙工　弘光 宇都宮市駒生町1782-11 028-680-6377

172 株式会社　T-プラント 田﨑　陽介 宇都宮市下桑島町1130-5 028-616-3665

173 渡辺設備工業 白石　正光 日光市瀬尾397-14 0288-30-7676

174 有限会社　見目設備工業 見目　正則 塩谷郡高根沢町太田1242 028-676-1926
175 有限会社　オノデラ設備 小野寺　八重子 小山市間々田2447-1 0280-22-0063
176 有限会社　猪瀬工務店 渡邉　岳城 下野市駅東五丁目3-1-101 0285-38-7676
177 株式会社　クラシアン 鈴木　一也 宇都宮市日の出1-11-1HITビル3階 028-639-5611
178 有限会社　益子ポンプ店 益子　榮壽 那須郡那珂川町馬頭2558-55 0287-92-2977
179 西村工業 西村　誠 下野市柴122-6 0285-40-5944
180 梢水工　株式会社 小濱　正明 那須烏山市大里1456 0287-83-8256
181 有限会社　石川 石川　明 市貝町赤羽3494-2 0285-68-1151
182 株式会社　細野工業 細野　廣美 芳賀郡益子町七井2623 0285-72-5285
183 大正設備工業 山口　好一 栃木市岩舟町新里1320 0282-55-4306
184 株式会社　令和水工 赤荻　大輔 宇都宮市上欠町1287-70 028-612-8209
185 富士商会 諏訪　一正 下都賀郡野木町南赤塚1170-13 0280-56-1400
186 株式会社　園部建設 園部　定雄 下野市薬師寺3447-10 0285-44-4523
187 水創舎 竹腰　昌之 宇都宮市下岡本町4546-6オーブリー岡本弐番館203 090-4624-0326


