
水戸市下水道工事指定店一覧表（店名順） 2023/3/13

指 定 店 名 指定店住所 電話番号

あ ㈱アイカン 水戸市柳町2-11-1 029-233-0720

㈱アイダ設計牛久店 牛久市中央3-22-1 050-3173-2494

㈲赤岩燃料店 水戸市城東5-6-46 029-221-5650

暁飯島工業㈱ 水戸市千波町2770-5 029-244-5113

㈱秋山工務店 水戸市堀町1108-8 029-350-7801

協業組合アクア建設 ひたちなか市殿山町2-10-57 029-263-7091

㈲アクツ設備 常陸大宮市小倉1830 0295-53-0858

㈱アダチ 水戸市吉沼町961-3 029-239-5732

㈲東設備工業 水戸市住吉町192-122 029-247-2459

㈱アビシニアン 水戸市河和田3-2379-3 029-255-2231

㈲阿部商会 ひたちなか市中根3365-10 029-275-4396

㈱アルファ 水戸市渡里町2708-1 029-231-0638

アルプス建設㈱ 水戸市平須町1828-1025 029-241-5008

粟山燃料店 ひたちなか市大成町30-1 029-272-2758

い 飯島電設工業株式会社 石岡市小見1021 0299-43-2181

飯田設備 鉾田市上冨田1869-3 0291-36-5004

飯村機電工業㈱　水戸支店 水戸市城南3-2-8 029-231-4141

イサカ工業㈱ 那珂市後台2346-1 029-353-0016

㈱石井輝一商店 久慈郡大子町内大野2058 0295-76-0416

石井商事 笠間市吉岡47-11 0299-45-6526

㈱石川工業 那珂市菅谷4116-4 029-298-2002

㈱イシダ 龍ケ崎市城ノ内3-7-8 0297-64-7839

㈱市毛建設 水戸市千波町454-1 029-241-5021

㈱イチゲ電設 笠間市鯉淵6732-6 0296-77-8228

㈱井上設備工業 東茨城郡大洗町磯浜町375 029-267-5284

㈲茨勝設備工業 水戸市双葉台5-1-19 029-354-6560

茨城公営企業㈱ 水戸市河和田町4377-95 029-252-2226

茨城日化サ－ビス㈱ 水戸市吉沢町301-4 029-246-2451

㈱茨城ポンプ 東茨城郡茨城町南島田569 029-292-2218

う ㈱上杉工業 ひたちなか市津田2218-2 029-229-0781

㈲上野設備 東茨城郡茨城町小鶴2110 029-292-4167

内野設備工業 笠間市市野谷1356-41 0299-45-5517

え ㈱エイジレスサービス 水戸市東野町136-3 029-291-3117

㈱栄建 水戸市小吹町1928-1 029-303-7118

㈲栄和工業 水戸市堀町2023-250 029-254-4419

㈱エスエーイー 水戸市石川1-3799-4 029-309-0230

江沼設備工業 鉾田市上冨田693-18 0291-34-3838

㈲江幡塗装工業 笠間市上市原1653 0296-77-2853

海老澤建設㈱ 水戸市本町3-16-32 029-221-7407

㈲エビス工業 ひたちなか市枝川326-18 029-303-2330

㈱ＥＢＩＮＡ 常陸大宮市下岩瀬132-7 0295-58-8440

㈱エムエス 水戸市姫子1-89－1 029-252-5602
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お ㈲大内設備工業所 那珂市菅谷3191 029-298-1774

㈲大鐘工業 水戸市鯉淵町5158-8 029-259-3641

大川設備工業㈱ 東茨城郡大洗町大貫町9510-6 029-266-1461

㈲大澤設備工業 水戸市谷津町393-1 029-251-6770

㈱大空設備 ひたちなか市釈迦町13-17 029-297-9031

㈲大武設備工事 水戸市見和3-1340-6 029-252-8242

㈱大谷住宅設備 ひたちなか市武田979 029-272-2011

㈱大塚工業 水戸市大塚町1146 029-255-0609

大津設備㈱ 水戸市見和2-215-17 029-252-6001

㈲オオトシ 水戸市飯島町475 029-255-0955

㈱大貫工務店　水戸支店 水戸市けやき台3-62-1 029-239-3883

大橋設備工業㈱ ひたちなか市笹野町3-14-37 029-272-9815

大森住設商事㈱ 水戸市元吉田町1636-8 029-247-5317

(合)大森設備 常陸太田市内堀町2384-2 0294-72-2131

大和田建築 行方市中根578-12 0291-35-2209

オガワ総合設備㈱ ひたちなか市湊中央2-2-30 029-262-2771

小河原設備工業㈱ 水戸市青柳町900-5 029-224-6717

㈱オケイワ 水戸市元吉田町806-1 029-247-5708

小澤設備工業 ひたちなか市三反田5254-6 029-274-6501

オセ設備工業㈱ 水戸市開江町950-2 029-252-8704

㈱小堤工業 鹿嶋市角折1488-1 0299-69-3489

㈱オヌキ 東茨城郡茨城町城之内188 029-293-9248

オヌマ工業㈱ 東茨城郡大洗町五反田215-2 029-267-4300

㈲小野瀬住宅設備機器 常陸大宮市山方526-3 0295-57-6154

か 加治設備工業㈱ 水戸市住吉町73-10 029-248-4650

㈲柏土建 水戸市河和田3-2338-4 029-253-5276

桂設備 東茨城郡城里町錫高野2772 029-289-2288

加藤設備工業㈱ 水戸市三の丸3-13-31 029-221-2715

金敷電設工業㈲ 小美玉市堅倉1409 0299-48-0211

㈱要建設 水戸市白梅1-2-36 029-226-1166

㈱金長設備工業 東茨城郡城里町下圷1668-2 029-289-3778

㈱神永工務店 常陸大宮市下村田33 0295-52-1700

㈱上水戸大久保工務店 水戸市上水戸4-2-4 029-251-5965

㈱上水戸関工務店 水戸市上水戸4-7-2 029-251-5240

(株)カモシダ 日立市久慈町4-5-11 0294-52-9350

㈱鴨志田設備 　　　　　　　 水戸市元山町1-2-62 029-221-4715

㈱カワイ 笠間市矢野下399 0296-77-4555

川野工務店 ひたちなか市田彦1016-57 029-273-1687

川又住設 水戸市木葉下町822-1 029-291-6357

環境ウイザ－ド㈱ 水戸市笠原町1389-4 029-305-0800

㈱カンエイ 水戸市石川1-3844-2 029-255-2255

関東クリーン設備工業㈱ 水戸市見川4-681-5 029-243-0896
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㈱キウチ建設 那珂市中里1113-6 029-296-3113

㈲キクチ 那珂市菅谷6341 029-295-3617

菊地商店 水戸市酒門町4,177-3 029-247-5994

菊地設備工業㈱ 水戸市石川4-4030-11 029-251-4356

㈱技研 石岡市小屋1314 0299-44-0937

㈱喜本管工 水戸市城南3-9-19 029-221-8282

㈲協栄工業 水戸市内原町1467-12 029-259-4321

㈱共同建設 水戸市新荘3-2-6 029-221-2638

㈱協和技建 東茨城郡大洗町大貫町983-3 029-266-0155

㈱キンダイ 石岡市石岡1-1-8 0299-36-0011

く 九島産業㈱ 石岡市上林88-1 0299-43-1171

㈱久保田システムサービス 水戸市緑町3-3-8 029-225-7716

㈱雲井工務店 水戸市小泉町267-1 029-269-4497

㈲クラモチ設備 常陸大宮市下村田60 0295-53-2638

㈲クリーンナップ 常陸太田市天神林町870-388 0294-59-3532

㈱クロカワ つくば市西高野913 029-865-0360

黒沢工業㈱　水戸営業所 水戸市元石川町2740-16 029-246-0531

㈲黒沢設備工業 水戸市泉町3-4-31 029-221-0833

け ㈱ケイテック 水戸市酒門町3176-15 029-304-2388

㈱ＫＢＳ 那珂市額田南郷1729-11 029-295-9186

㈲ケイワイ工業 水戸市河和田町4377-34 029-254-8215

こ ㈱鯉淵工業 水戸市鯉淵町1199 029-259-2750

高圧設備㈲ 那珂市菅谷1978-4 029-295-1765

㈲弘成工業 水戸市酒門町490 029-248-1089

幸田設備 水戸市下大野町3866 029-269-2828

㈱幸陽サブコン 那珂市瓜連1594 029-296-0857

㈱コウリョウ 東茨城郡茨城町前田1065-1 029-292-2367

㈲高和 水戸市平須町1885-28 029-241-6345

興和設備工業 東茨城郡城里町石塚1580-2 029-288-4620

㈲後藤水道工業 常陸太田市新地町568 0294-76-2623

㈱寿設備工業 那珂市西木倉487-2 029-298-2523

小林産業㈱ 水戸市浜田2-16-58 029-221-8762

小林住宅設備 東茨城郡茨城町小幡1474 029-292-0265

㈲粉林土木 水戸市小吹町1133-1 029-241-5300

小松崎建設㈱ 笠間市押辺2709-101 0299-45-2443

㈱ゴミタ 笠間市金井80 0296-72-5694

さ ㈲斉藤興業所 ひたちなか市田彦1394-16 029-273-8217

㈲坂場設備工業 東茨城郡茨城町若宮613 029-293-9381

㈱坂本水工 石岡市若宮1-8-8 0299-23-2048

㈱佐久間設備 ひたちなか市柳沢469-3 029-219-9972

桜井設備 ひたちなか市南神敷台31-17 029-263-0418

㈱佐々木建設 鉾田市鹿田1328-2 0291-37-0255
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㈲佐藤設備工業 笠間市南友部409-3 0296-77-6946

㈲サン茨城住器 東茨城郡茨城町長岡4350 029-292-2334

三栄工業㈱ 石岡市鹿の子4-5-1 0299-24-3720

し ㈱柴沼金物 水戸市内原町1-225 029-259-2851

㈲シミズ工業 水戸市常磐町2-8-5 029-221-8573

㈱淑洋 ひたちなか市田中後26-7 029-262-5271

㈱昭栄電機 水戸市笠原町687-9 029-241-4284

荘司燃料㈱ 水戸市笠原町214 029-241-7214

庄司ポンプ工業所 水戸市本町3-20-3 029-225-4033

㈱勝樹設備 小美玉市柴高1071-1 0299-48-3552

㈱城北エンジニアリング 取手市本郷5-16-1 0297-74-9150

常北設備工業 東茨城郡城里町上入野2450 029-288-4351

常陽環整㈱ 水戸市千波町186 029-241-3363

翔和エンジニアリング㈱ 水戸市青柳町4750-2 029-227-0115

㈱真栄工業 ひたちなか市中根877-1 029-272-6011

㈲シン建設 水戸市青柳町4671-2 029-227-3806

㈲新和工業 かすみがうら市下稲吉3972 029-832-0560

㈲伸和工業 ひたちなか市柳が丘15-16 029-263-7374

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

㈲菅谷工業 笠間市旭町406-8 0296-78-4069

㈱スガヤ工務店 笠間市仁古田774-2 0296-77-4495

菅原工業㈱ 水戸市谷田町883-95 029-221-0474

㈱杉森工業 水戸市河和田町3934-11 029-309-4100

砂押工業㈱ ひたちなか市高野338-4 029-285-3626

須能工業所 　　　　　　　　　 水戸市渡里町2924-1 029-231-0544

せ 西武工業㈱ 水戸市河和田町4452-2 029-254-6644

清和工業㈱ 水戸市東野町140-4 029-248-2413

㈱関口工務店 水戸市新原2-4-33 029-251-5825

積和建設東関東㈱水戸支店 水戸市千波町2374-41 029-240-3712

そ 測地開発 東茨城郡城里町石塚813-16 029-288-2134

た 第一設備工業㈱ 水戸市元吉田町2625-11 029-247-3086

第一熱学建設㈱ 水戸市千波町2499-5 029-243-1151

大社設備工業㈱ 日立市川尻町1-43-2 0294-42-4697

大昭工業㈱ 東茨城郡茨城町長岡370 029-292-1504

㈲大信住設 水戸市小吹町2418 029-243-2823

㈱大成設備工業 ひたちなか市後台454-5 029-273-2930

太平空調工業㈱ 水戸市東野町34-1 029-248-6911

㈱多賀工事社 日立市東成沢町3-9-7 0294-37-0625
㈲髙澤設備工業 ひたちなか市市毛835-15 029-272-5649

高橋建設工業㈱ 水戸市双葉台5-811-2 029-251-1311

髙橋商事㈱ 水戸市大串町952-4 029-269-3066

タキデン 水戸市内原町840 029-259-2104
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㈱たさき緑化産業 筑西市藤ケ谷1146-7 0296-37-6139

棚井住宅設備 水戸市堀町990 029-221-8015

㈱たばやし 桜川市真壁町山尾455 0296-54-0435

㈱田本工務店 ひたちなか市市毛440-13 029-272-4321

㈲丹下住宅設備 水戸市堀町2160-84 029-252-5755

つ ㈱塚田建設工業 ひたちなか市平磯遠原町14-10 029-264-3064

㈱鶴田組 那珂市菅谷4458-73 029-298-1135

て ㈲寺門住宅設備 那珂市飯田2183 029-295-8652

㈲照沼工業 水戸市鯉淵町2861 029-259-6805

と 東昌産業㈱ ひたちなか市中根5256-1 029-273-2161

㈱東伸設備工業 ひたちなか市枝川122-12 029-225-2918

㈱東野 東茨城郡茨城町長岡3523-37 029-297-4823

㈱藤和 那珂市菅谷3094 029-295-5674

藤和建設㈱ 水戸市杉崎町296-2 029-259-7234

㈲遠西工業 東茨城郡茨城町上石崎4717-19 029-293-9688

戸田工業㈱ ひたちなか市高野1154-4 029-285-7816

㈱戸塚建設 水戸市平戸町656-1 029-266-3341

㈱巴水道工業 水戸市見川町2563-185 029-241-1427

㈱豊島工務店 水戸市千波町2806 029-241-6101

な 永井工業 日立市台原町2-18-4 0294-37-5809

㈲中崎設備工業 ひたちなか市和田町3-1-27 029-263-7211

中沢機工㈱ 石岡市柿岡2027 0299-43-0277

長野設備工業 水戸市飯富町1631 029-229-7332

㈱那城工業 東茨城郡城里町上入野3929-1 029-239-3508

㈱ナバナ工業 高萩市下手綱1460-3 0293-22-2896

㈱那波屋工業 ひたちなか市湊本町28-17 029-262-2839

に 西野工業㈱ ひたちなか市長堀町2-14-2 029-274-2422

㈱ニチエイ産業 那珂郡東海村村松3114-1 029-283-1990

㈲日興住宅 ひたちなか市東石川2611-49 029-274-1434

日照設備工業 ひたちなか市勝倉3649 029-273-4020

ね ㈲ネモト設備 ひたちなか市阿字ケ浦町976-8 029-265-7277
の ㈱ノーブルテック 水戸市元石川町260-27 029-304-5070

ノザキ設備工業 水戸市河和田3-2365-1 029-253-1490

は ㈱ハース 水戸市東原2-3-26 029-247-8000

㈱パイプマン茨城支店 水戸市東野町264-1 029-350-8072

㈲ハウス建設工業 水戸市東原2-4-16 029-231-1955

㈱はじめ工業 水戸市三の丸3-6-2 029-297-4233

㈲ハタ設備工業 水戸市平須町1878-5 029-241-3960

畠山設備 ひたちなか市平磯町1935-6 029-263-2325

林建設工業㈱ 東茨城郡茨城町小堤163 029-292-2555

ひ ㈱久田設備工業　水戸営業所 水戸市酒門町1925 029-304-6336

備水工業㈱ 鉾田市鳥栖2111-23 0291-34-3553
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常陸設備工業㈱ ひたちなか市南神敷台14-2 029-263-2535

姫子建設工業㈱ 水戸市見川2-61-4 029-303-5020

ヒラツカ設備 東茨城郡城里町阿波山968 029-289-2076

㈱広伝 石岡市高浜792-1 0299-26-3211

ふ ㈱ビフォーム ひたちなか市東石川3403-1 029-273-5511

㈱ファーストステージ 水戸市常磐町1-1-9 029-225-6670

㈱フカツー 笠間市大田町975-1 0296-77-7665

㈱福田工務店 水戸市下野町400-1 029-259-3623

㈱フクテックス 水戸市笠原町474-2 029-297-5888

福吉工業株式会社　水戸支店 ひたちなか市市毛1123 029-229-0025

㈲藤枝金物店 東茨城郡茨城町小鶴1751-2 029-292-0022

㈱フジクリーン茨城 水戸市谷津町1-21 029-254-7777

㈱フジコー 水戸市浜田1-19-13 029-221-8700

藤設工業㈱ ひたちなか市小砂町１-２-1 029-275-0193

㈱藤設備 日立市日高町2-6-21 0294-42-8161

双葉工業㈱ ひたちなか市中根4957-5 029-273-5803

プラウド株式会社 石岡市小屋417 0299-57-1195

へ ㈱ベストライフ 牛久市柏田町461-1 029-886-4474

ほ ホームクリエイト㈱ 水戸市東台1-4-15 029-231-3325

細谷工業㈱ 水戸市中原町841 029-259-2148

ま ㈱松本電設 那珂市額田南郷1265 029-298-6286

㈲マドカ設備工業 水戸市城東5-14-6 029-228-1910

㈱マルシン 水戸市城南1-8-10 029-350-7110

㈱丸清設備工業 ひたちなか市稲田720-1 029-285-0749

丸大燃工㈱ 水戸市酒門町4456-5 029-247-1880

み ㈲ミズノ工業 ひたちなか市馬渡3568 029-275-1277

満井建設㈱ 水戸市渡里町3377-36 029-306-7771

㈱三橋電機 東茨城郡城里町石塚2243-5 029-288-3126

㈲三ッ和工業 那珂郡東海村舟石川601-7 029-283-0626

㈱三ツ和水道工業所 日立市東多賀町5-15-21 0294-34-3526

水戸工機㈱ 水戸市大塚町1845 029-252-5311

㈱水戸住宅設備機器センター 水戸市河和田町4010 029-252-0807

㈱美野里建設 小美玉市花野井131 0299-47-0780

㈲宮田土建 水戸市堀町1074-3 029-252-8087

む ㈲武藤設備工業 ひたちなか市佐和1103-20 029-285-7601

め ㈱明治商会　常陸太田支店 常陸太田市春友町332 0294-78-0225

㈲面沢電機 ひたちなか市栄町2-1-12 029-263-0043

も ㈲森設備工業 ひたちなか市東石川3140 029-273-7450

㈱モロエ設備 筑西市飯島273-1 0296-28-8785

や ㈱八木組 ひたちなか市西赤坂3996-1 029-262-2374

谷田部商事 小美玉市橋場美72 0299-57-3460

野内商事㈱ 常陸太田市木崎一町779 0294-73-0875
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㈱柳田組 東茨城郡茨城町小鶴1357-3 029-292-6103

山喜㈱ 那珂市西木倉257-1 029-298-3043

山口工務店 笠間市小原3111-5 0296-73-5456

㈱山田住設 笠間市日草場161 0296-71-0307

㈲山田設備　 那珂市豊喰1108-5 029-298-3041

よ 横信建材工業㈱ ひたちなか市八幡町12-43 029-262-3927

横須賀工業㈱　　 水戸市青柳町4670-2 029-224-2721

㈱ヨコハマ 水戸市元石川町260-29 029-247-5005

横山電工㈱ 水戸市吉沢町352-146 029-212-4050

㈲吉川設備工業 水戸市塩崎町676-19 029-269-2232

㈲吉成工務店 常陸太田市東染町1331-1 0294-70-5505

米川工業 水戸市飯富町3423-7 029-229-8297

ら ㈲ライフ 常陸大宮市長倉832-2 0295-55-4830

り ㈲隆雲 水戸市酒門町152-1 029-248-0857

㈲リーザック 水戸市河和田町4379-93 029-255-2211

わ ㈱和幸工業 東茨城郡茨城町奥谷1976 029-292-7229

ワコーエンジニアリング㈲ 水戸市田谷町158-1 029-239-6011

ワダ工業株式会社 ひたちなか市後台460-587 029-275-7216

㈱綿正工務店 水戸市赤塚2-2029-60 029-251-4903

渡辺工業㈱ 桜川市友部999 0296-75-5421

㈲渡辺鉄鋼建設 水戸市酒門町4131-30 029-247-5221

和多屋建設工業㈱ 笠間市安居1465－3 0299-57-1860
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