
　　日立・高萩広域下水道組合 指定工事人名簿 Ｒ３．４．１現在

工事人 代表者 郵便番号 住所(所在地) 番　地 電話番号

飯村機電工業㈱ 代表取締役社長水庭　明良 317-0063 日立市 若葉町２－６－６ 0294-23-8181
㈱市川工業所 代表取締役　松本　咲子 316-0002 日立市 桜川町３－１５－１３ 0294-33-1005
㈲大江管工事 代表取締役　大江　義隆 316-0023 日立市 東大沼町３－１３－２１ 0294-35-0465
加藤設備工業㈱日立営業所 所長　　　　 　延　健司 317-0064 日立市 神峰町１－１－４ 0294-21-1372
㈲共和産業 代表取締役　志田　則夫 319-1418 日立市 砂沢町２３０ 0294-42-3511
三栄工業㈱ 代表取締役　立花　淳一 317-0055 日立市 宮田町１－１－３９ 0294-22-5388
㈲塩嶋工務店 代表取締役　塩嶋 よね子 319-1414 日立市 日高町１－１４－５ 0294-42-4918
清和工業㈱日立営業所 所長　　　  　 高倉　正明　 316-0004 日立市 東多賀町２－１０－４０ 0294-36-0481
大社設備工業㈱ 代表取締役　小林　暁 319-1411 日立市 川尻町１－４３－２ 0294-42-4697
㈱多賀工事社 代表取締役　大神田　正浩 316-0034 日立市 東成沢町３－９－７ 0294-37-0625
㈱タケムラ 代表取締役　五十嵐 裕治　 319-1231 日立市 留町前川１２７０－１６ 0294-53-1711
㈲千歳管工 代表取締役　鈴木　俊之 317-0071 日立市 鹿島町２－１２－１１ 0294-22-8846
中央工業㈱ 代表取締役　仲川　寛 316-0015 日立市 金沢町３－２－２ 0294-34-2843
日新設備㈲ 代表取締役　笠原　良平 317-0077 日立市 城南町１－１０－２１ 0294-24-2507
㈱日立管工所 代表取締役　長谷川 英司 316-0034 日立市 東成沢町３－１３－１５ 0294-35-2256
㈱藤設備 代表取締役　斉藤　敏男 319-1414 日立市 日高町２－６－２１ 0294-42-8161
㈱丸栄設備 代表取締役　吉田　義夫 316-0025 日立市 森山町５－７－２８ 0294-52-1710
㈱三ツ和水道工業所 代表取締役　菊地　智浩 316-0004 日立市 東多賀町５－１５－２１ 0294-34-3526
㈱ミナカワ 代表取締役　田部　充 317-0062 日立市 平和町１－１０－１４ 0294-21-4401
弓山建設工業㈱日立営業所 所長　　　　 　冨岡　良一 316-0014 日立市 東金沢町４－４－１６ 0294-36-1054
㈲和晃住設 代表取締役　遠田　道男 316-0013 日立市 千石町３－１６－４ 0294-36-4855
㈲タイキ工業 代表取締役　熊谷　義男 319-1221 日立市 大みか町６－７－２０ 0294-53-8710
㈱三証 代表取締役  富岡　萬平 316-0014 日立市 東金沢町１－３－３９ 0294-35-2714
瀬谷設備 代表　　　　　 瀬谷　慶重 316-0033 日立市 中成沢町２－２４－５ 0294-37-2094
吉田設備 代表　　　     吉田　卓哉　 319-1411 日立市 川尻町６－５０－５ 0294-43-5176
大高設備工業 代表　　　     大高　利雄　 319-1415 日立市 相田町１－１７－９ 0294-43-3563
新和設備工業 代表　　　     新井　聡　 316-0015 日立市 金沢町２－２３－１２ 0294-34-0578
㈱益子住設 代表　　　　　 益子　喜雄 316-0005 日立市 河原子町３－１１－１１ 0294-36-7577
永井工業 代表　　　　   永井　拓也 316-0021 日立市 台原町２－１８－４ 0294-37-5809
㈲久慈管工 代表取締役　宇佐美 亘 319-1221 日立市 大みか町４－３０－１７ 0294-52-5522
㈱カモシダ 代表取締役　鴨志田 征央 317-1223 日立市 久慈町４－５－１１ 0294-52-9350
進輝住宅設備 代表　　　　　 石和　進一 319-1416 日立市 日高町１－３３－１８ 0294-42-7875
たかのはし住設工事 代表　　　　　 たかのはし光久 317-0076 日立市 会瀬町２－１７－４ 0294-37-3576
アツミ水彩社 代表　　　　　 横須賀　睦美 316-0013 日立市 千石町２－１３－７ 0294-87-7133
矢部設備工業㈱ 代表取締役　矢部　一美 317-0052 日立市 東滑川町１－３４－３ 0294-21-4353
イガラシ綜業㈱ 代表取締役　五十嵐　則夫 317-0073 日立市 幸町２－９－２ 0294-85-8100
ＭＡＳＴ㈱ 代表取締役　増子　利寛 319-1414 日立市 日高町３－１０－６－２ 0294-42-6865
井上設備 代表　　　　　 井上　昭徳 319-1412 日立市 折笠町９１３－２ 0294-43-5443
㈲共立住設機器 代表取締役　村田　純一 318-0032 高萩市 大和町４－２３ 0293-23-5555
㈲滝住設 取締役　      蜂巣　智子 318-0003 高萩市 大字下手綱７７４ 0293-22-5443
㈲豊田工業所 代表取締役　豊田　賢治 318-0024 高萩市 大字秋山１４７７ 0293-22-3571
㈱ナバナ工業 代表取締役　菜花　一志 318-0003 高萩市 大字下手綱１４６０－３ 0293-22-2896
㈲ミカワ工業 代表取締役　皆神　賢一 318-0004 高萩市 大字上手綱６１３－３ 0293-23-2232
東久設備工業 代表　　　　　 田代　明 318-0024 高萩市 大字秋山３０４０－９ 0293-24-1772
㈲勝栄設備工業 代表取締役　小野瀬 照夫 318-0024 高萩市 大字秋山３００９ 0293-24-3773
㈲光新冷熱 代表取締役　関根　敏雄 318-0023 高萩市 大字島名２２５５－１ 0293-23-5618
㈲久保田住宅機器 代表取締役　久保田 博史 318-0003 高萩市 大字下手綱２０１４ 0293-22-3131
高北工業 代表　　　     鈴木　清雄　 318-0004 高萩市 大字上手綱３９１５－１１ 0293-23-4638
㈱貴環境設備 代表取締役　花岡　貴大 318-0004 高萩市 大字上手綱２１５－１ 0293-20-4015
天南堂設備 代表　         黒木　義行 318-0003 高萩市 大字下手綱１４３２－６ 0293-22-1214
大成不動産 代表　　　　　 大森　春夫 318-0022 高萩市 大字石滝２２１１－２ 0293-22-4225
興栄工業㈱ 代表取締役  増子　淳一 318-0002 高萩市 大字高戸３５１－１０ 0293-24-5400
総建エンジニア 代表　　　　　 棚谷　知之 318-0024 高萩市 大字秋山２４４－２ 0293-20-0525
㈱県北環境企業 代表取締役　大和田　貴之 318-0013 高萩市 高浜町３－８７ 0293-24-7900
田口住設 代表　　　　　 田口　勉 318-0002 高萩市 大字高戸２８７－２ 0293-24-0716
㈲斉藤工業所 代表取締役　斉藤　政博 319-1304 日立市 十王町友部１６２４－５ 0294-39-3018
㈱鈴木設備工業 代表取締役　鈴木　勝美 319-1302 日立市 十王町伊師本郷７０－５ 0294-39-4750
河北工業 代表　　　     佐藤　信悟　 319-1301 日立市 十王町伊師３９０９－１ 0294-39-3902
綱川工業所 代表　　　     綱川　信広　 319-1301 日立市 十王町伊師２８２５ 0294-39-4814

※指定工事人名簿は、随時更新しています。最新日付の名簿をご利用ください。
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積和建設東関東㈱水戸支店 取締役支店長 太田　叔男 310-0851 水戸市 千波町２３７４－４１ 029-240-3712
茨城日化サービス㈱ 代表取締役　里見　博孝 310-0845 水戸市 吉沢町３０１－４ 029-246-2451
㈱駒木根工業 代表取締役　駒木根 孝志 319-1532 北茨城市 華川町上小津田１７１１－２ 0293-30-0005
三和商事㈱ 代表取締役　宮川　和雄 319-1543 北茨城市 磯原町豊田１０５２－２ 0293-42-0728
㈲ミズノ工業 代表取締役　水野　善和 312-0012 ひたちなか市 大字馬渡３５６８ 029-275-1277
㈱西丸設備 代表取締役　西丸　勇夫 319-1541 北茨城市 磯原町磯原１－１８８ 0293-42-2200
㈱キタスイ総合設備 代表取締役　飯島　惠 319-1535 北茨城市 華川町臼場３２１－２２ 0293-42-0348
オ－ケ－地業 代表　　　     小原澤 洋一　 319-1701 北茨城市 平潟町３９６－４ 0293-46-2569
㈱鎌田設備 代表取締役　鎌田　芳子 319-1543 北茨城市 磯原町豊田１０５５－４ 0293-42-4521
飛龍設備 代表　　　     山田　忠夫　 319-1541 北茨城市 磯原町磯原９６６－２ 0293-42-5916
西設備工業㈲ 代表取締役　西　保夫　 319-1713 北茨城市 関南町仁井田３８ 0293-46-6426
常陸設備工業 代表　　　     冨岡　宏子　 313-0037 常陸太田市 内田町３６５９   0294-74-3962
㈱明治商会常陸太田支店 常務取締役 　　永井　隆史 311-0321 常陸太田市 春友町３３２   0294-78-0225
戸田工業㈱ 代表取締役　戸田 喜八郎 312-0002 ひたちなか市 高野１１５４－４ 029-285-7816
㈲鉄水道工業 代表取締役　鉄　　清 319-1704 北茨城市 大津町北町４-３-５ 0293-46-5118
備水工業㈱ 代表取締役　額賀　隆 311-1534 鉾田市 鳥栖２１１１－２３ 0291-34-3553
㈱久田設備工業水戸営業所 代表取締役  久田　貢 310-0841 水戸市 酒門町１９２５ 029-304-6336
㈱ワーク 代表取締役  岩根　光義　 319-1546 北茨城市 磯原町大塚６３９－９ 0293-43-1372
須田設備 代表　　　     須田　真也 319-1538 北茨城市 華川町小豆畑９６２－１ 0293-42-1361
高圧設備㈲ 代表取締役　鈴木　正明 311-0105 那珂市 菅谷１９７８－４ 029-295-1765
金田設備 代表　　　     金田 三千治　 319-1546 北茨城市 磯原町大塚２４１６ 0293-42-6791
㈱藤和 代表取締役　藤咲　宜範 311-0105 那珂市 菅谷３０９４ 029-295-5674
スズ設備 代表　　　     鈴木　慎一　 319-1544 北茨城市 磯原町上相田３１７－１６ 0293-43-6390
合名会社 大森設備 代表社員　　 大森　勝之　 313-0063 常陸太田市 内堀町２３８４－２   0294-72-2131
㈲アクツ設備 代表取締役　圷　　稔　 319-2203 常陸大宮市 小倉１８３０   0295-53-0858
鈴保設備 代表　　　　   鈴木　保則 319-1558 北茨城市 中郷町石岡１４１９   0293-24-4837
ノザキ設備工業 代表　　　　   野﨑　正夫 311-4152 水戸市 河和田３－２３６５－１  029-253-1490
㈲大内設備工業所 代表取締役　大内  修 311-0105 那珂市 菅谷３１９１ 029-298-1774
藁谷設備 代表　         藁谷　貞夫 319-1711 北茨城市 関南町関本下２７－２ 0293-46-4104
山口工業 代表　         山口　雅之 319-1559 北茨城市 中郷町上桜井２０１４ 0293-43-7170
砂押工業㈱ 代表取締役　砂押　義郎 312-0002 ひたちなか市 高野３３８－４ 029-285-3626
㈱フジコー 代表取締役　高橋　伸之 310-0812 水戸市 浜田１-１９-１３ 029-221-8700
第一設備工業㈱ 代表取締役　加藤　一郎 310-0836 水戸市 元吉田町２６２５ 029-247-3086
丸大燃工㈱ 代表取締役　大曽根 庸介 310-0841 水戸市 酒門町４４５６－５ 029-247-1880
㈱那波屋工業 代表取締役　菊池　敏雄 311-1221 ひたちなか市 湊本町２８－１７ 029-262-2839
㈲三ッ和工業 代表取締役　平岡　茂子　 319-1111 那珂郡東海村 舟石川６０１－７ 029-283-0626
菊地設備工業㈱ 代表取締役　富田　孝　 310-0905 水戸市 石川４－４０３０－１１ 029-251-4356
㈲クリーンナップ 代表取締役　佐藤　誠治 311-0505 常陸太田市 大字大中町２７７９－２４ 0294-82-2352
㈱新晃設備 代表取締役　吉村　芳親 313-0016 常陸太田市 金井町３６０１ 0294-72-5266
セキ工業㈱ 代表取締役　関　義彦 311-4162 水戸市 金谷町２９２－１ 029-253-3469
㈱アイダ設計　牛久店 代表取締役　會田　貞光　 300-1234 牛久市 中央３－２２－１ 050-3173-2447
大橋設備工業㈱ 代表取締役  大橋　剛 312-0018 ひたちなか市 笹野町３－１４－３７ 029-272-9815
和田設備工業 代表　　　　　 和田　純一 313-0223 常陸太田市 和田町７７２ 0294-85-0125
㈲中崎設備工業 代表取締役　中崎　昭典 311-1214 ひたちなか市 和田町３－１－２７ 029-263-7211
福吉工業㈱　水戸支店 支店長　　　　大塚　盛政 312-0033 ひたちなか市 市毛１１２３－１０２ 029-229-0025
㈱カワイ 代表取締役　川井　栄 309-1723 笠間市 矢野下３９９ 0296-77-4555
㈱和幸工業 代表取締役　深作　和広 311-3156 東茨城郡茨城町 大字奥谷１９７６ 029-292-7229
㈲エビス工業 代表取締役　海老澤　孝 312-0035 ひたちなか市 大字枝川３２６－１８ 029-303-2330
川野工務店 代表　　　　　 川野　一 312-0063 ひたちなか市 大字田彦１０１６－５７ 029-273-1687
㈱大成設備工業 代表取締役　鈴木　幹翁 312-0058 ひたちなか市 大字後台４５４－５ 029-273-2930
野内商事㈱ 代表取締役　野内　忠勝 313-0015 常陸太田市 木崎一町７７９ 0294-73-0875
川﨑設備 代表　　　　　 川﨑　勝茂 319-1557 北茨城市 中郷町松井１７１－１８５ 0293-27-4007
寿設備工業 代表　　　　　 髙畑　勉 311-0115 那珂市 西木倉４８７－２ 029-298-2523
㈲新和工業 代表取締役　倉河　義和 315-0052 かすみがうら市 下稲吉３９７２ 029-832-0560
㈱パイプマン　水戸営業所 代表　　　　　 菊地　伴和 310-0846 水戸市 東野町２６４－１ 029-350-8072
ＳＵＮ設備工業 代表　　　　　 佐久間　純子 311-1225 ひたちなか市 釈迦町１３－１７ 029-297-9031
㈱昇栄 代表取締役  瀧　英明 319-1541 北茨城市 磯原町磯原１８９０－３９ 0293-44-3456
㈱那城工業 代表取締役  桐原　恭史 311-4313 東茨城郡城里町 上入野３９２９－１ 029-239-3508
三栄工業㈱ 代表取締役　軽部　治 315-0005 石岡市 鹿の子４－５－１ 0299-24-3720
㈱佐久間設備 代表取締役　佐久間　浩一 311-1231 ひたちなか市 柳沢４６９－３ 029-219-9972
㈱雅営繕 代表取締役　菊池　雅彦 319-1713 北茨城市 関南町仁井田４７ 0293-46-1290
㈱東野 代表取締役　鶴賀　貴士 311-3116 東茨城郡茨城町 大字長岡３５２３－３７ 029-297-4823
藤設工業㈱ 代表取締役　藤田　茂徳 312-0015 ひたちなか市 小砂町１－２－１ 029-275-0193
ベスト設備工業 代表　　　　　 松田　和則 312-0034 ひたちなか市 堀口６８８－１ 029-273-3820
㈱神永工務店 代表取締役　神永　克也 319-2131 常陸大宮市 下村田３３ 0295-52-1700
㈱ビフォーム 代表取締役　小泉　勝二 312-0052 ひたちなか市 東石川３４０３－１ 029-273-5511
㈱塚田建設工業 代表取締役　塚田　雅俊 312-1204 ひたちなか市 平磯遠原町１４－１０ 029-219-9326
富田住設 代表　　　　　 富田　忠義 311-0114 那珂市 東木倉３０７－６ 029-298-3385
山喜㈱ 代表取締役　山田　孝行 311-0115 那珂市 西木倉２５７－１ 029-298-3043

※指定工事人名簿は、随時更新しています。最新日付の名簿をご利用ください。
日立地区42社(日立38・旧十王4)　高萩地区17社　広域圏69社　　合計128社


