
那珂川町指定給水装置工事事業者一覧
指定番号 名            称 住所又は所在地 電話番号 有効期限

１ 有限会社 益子ポンプ店 那珂川町馬頭２５５８－５５ ０２８７－９２－２９７７ 令和２年９月２９日まで

２ 株式会社 高野商事 那珂川町富山７５１ ０２８７－９２－５１５３ 令和２年９月２９日まで

３ 株式会社 平石工業 芳賀郡芳賀町上延生４６４ ０２８６－７７－１０３７ 令和２年９月２９日まで

４ 横山工業株式会社 宇都宮市中久保１－１０－１５ ０２８－６６１－００１５ 令和６年９月２９日まで

５ 冨士越建設株式会社 那珂川町小川２７６２番地 ０２８７－９６－２０２０ 令和６年９月２９日まで

６ 株式会社本多商会 那珂川町馬頭１００ ０２８７－９２－２３０３ 令和３年９月２９日まで

７ 荒井工業株式会社 那須烏山市田野倉１６－１ ０２８７－８８－７４６１ 令和５年９月２９日まで

８ 大金設備 那珂川町馬頭８５７ ０２８７－９２－３２０５ 令和２年９月２９日まで

９ 有限会社川和工業 那珂川町大内４５７０ ０２８７－９２－２３８８ 令和２年９月２９日まで

１０ 荒井設備 那珂川町矢又２６０－４ ０２８７－９２－４９６７ 令和２年９月２９日まで

１１ 長山設備 那珂川町小砂７７５ ０２８７－９３－０７４５ 令和２年９月２９日まで

１２ 佐藤風呂店 那珂川町馬頭２６７－６ ０２８７－９２－２６４９ 令和２年９月２９日まで

１３ 大森設備工業 那珂川町大山田上郷１８７２ ０２８７－９３－０３５４ 令和２年９月２９日まで

１４ 有限会社小山田鉄工 那珂川町馬頭３７８ ０２８７－９２－２１５４ 令和２年９月２９日まで

１５ 佐藤工業株式会社 那須烏山市金井２－１５－１９ ０２８７－８３－２００８ 令和２年９月２９日まで

１６ 小林石材店 那珂川町盛泉８７５ ０２８７－９２－３７００ 令和２年９月２９日まで

１７ 株式会社田島工業 那珂川町小川２５８７ ０２８７－９６－３２１１ 令和２年９月２９日まで

１８ 長山住設 那珂川町小砂１８９５ ０２８７－９３－０７５９ 令和２年９月２９日まで

１９ 有限会社磯電機工業所 那須烏山市中央１－１３－１９ ０２８７－８２－２４０８ 令和２年９月２９日まで

２０ 大森設備工業 那須烏山市南２－１７－４ ０２８７－８４－０７５８ 令和２年９月２９日まで

２１ 荒牧空調工業株式会社 さくら市卯の里１－１２－９ ０２８－６８２－２８１０ 令和３年９月２９日まで

２２ 有限会社滝田水道設備 那須烏山市興野４０１－１ ０２８７－８３－１４３６ 令和３年９月２９日まで

２３ 有限会社山本建設 那珂川町小川４１８－６ ０２８７－９６－３１８３ 令和３年９月２９日まで

２４ 中央冷熱株式会社 宇都宮市西原町６８－１ 令和３年９月２９日まで

２５ 有限会社手塚設備 那珂川町三輪７３８ ０２８７－９６－３６７４ 令和３年９月２９日まで

２６ 株式会社広野冷熱工業 宇都宮市宝木本町１１４０－７０ ０２８－６６５－３３５６ 令和３年９月２９日まで

２７ 佐藤設備 常陸大宮市大岩１１０２ 令和３年９月２９日まで

２８ 有限会社三陽設備工業 大田原市末広１丁目３６３２ ０２８７－２３－１４００ 令和３年９月２９日まで

２９ 株式会社野澤實業 宇都宮市瑞穂３丁目７番９号 ０２８－６５６－２８５１ 令和３年９月２９日まで

３０ 貝塚興業株式会社 那珂川町小川１０９ ０２８７－９６－３１５３ 令和３年９月２９日まで

３１ 有限会社アンカーライフシステム 茨城県常陸大宮市鷲子1749 令和３年９月２９日まで

３２ 有限会社豊田工業 宇都宮市中戸祭１丁目１番１９号 ０２８６－２２－５９５９ 令和３年９月２９日まで

３３ 有限会社篠田設備 益子町大字益子１９３３番地４ ０２８５－７２－７１０８ 令和３年９月２９日まで

３４ 株式会社アクアライン
広島県広島市中区上八丁堀８番８号
  　第１ウエノヤビル６Ｆ

０８２－５０２－６６４４ 令和６年９月２９日まで

３５ 有限会社誠和工業 那須烏山市八ヶ代３４８番地１７ ０２８７－８８－２３６８ 令和３年９月２９日まで

３６ 有限会社大田原設備メンテナンス 大田原市元町１丁目１０番地１ ０２８７－２３－１６７４ 令和３年９月２９日まで

３７ タマヤマ住設 塩谷郡塩谷町田所２１３８－７ ０２８７－４５－００４５ 令和３年９月２９日まで

３８ 株式会社谷口住設工業 那須烏山市南２丁目９番１４号 ０２８７－８２－２８７７ 令和５年９月２９日まで

３９ 有限会社丸山空調工業 那須烏山市金井１丁目１０番１５号 ０２８７－８２－２７７２ 令和４年９月２９日まで

４０ 有限会社長峰設備工業 矢板市片岡２１６２番地３ ０２８７－４８－１４０９ 令和４年９月２９日まで

４１ 株式会社サンテック さくら市葛城３０２番地１ ０２８－６８６－８００５ 令和４年９月２９日まで
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４２ 鈴木建設株式会社 那珂川町富山１７８番地　 ０２８７－９２－４５６７ 令和４年９月２９日まで

４３ ヂーエス電気株式会社 那珂川町小川７４５番地１ ０２８７－９６－２０６７ 令和２年９月２９日まで

４４ 戸辺電設 那珂川町芳井３９６番地１６ ０２８７－９６－３９４５ 令和２年９月２９日まで

４５ 吉沢商販有限会社 那珂川町小川７２３番地 ０２８７－９６－２０７２ 令和２年９月２９日まで

４６ 松岡電気商会　 那珂川町小川２７１２番地２ ０２８７－９６－２６７６ 令和２年９月２９日まで

４７ 阿久津工務店 那珂川町白久７８９番地 ０２８７－９６－３８００ 令和２年９月２９日まで

４８ 皆川商会 那須烏山市小木須２２７１番地 ０２８７－８４－０８９７ 令和２年９月２９日まで

４９ 大橋総設工業株式会社 大田原市住吉町２丁目４番２４号 ０２８７－２３－３１００ 令和３年９月２９日まで

５０ 有限会社仙波水道工業 那須烏山市南１丁目７番５号 ０２８７－８２－０９１１ 令和３年９月２９日まで

５１ 金澤建設株式会社 那珂川町小川２６３３番地 ０２８７－９６－３０３０ 令和３年９月２９日まで

５２ 須藤住宅設備 那須烏山市志鳥１１１番地 ０２８７－８８－８８１７ 令和３年９月２９日まで

５３ 中山工業有限会社 那珂川町小川３４１５番地１４２ ０２８７－９６－４３２７ 令和３年９月２９日まで

５４ 有限会社那須環境浄化センター 那須烏山市田野倉７３５番地３ ０２８７－８８－２８８１ 令和３年９月２９日まで

５５ 有限会社田代総合管工 那須塩原市中央町１番１８号 ０２８７－６２－０２５８ 令和３年９月２９日まで

５６ 永島建築 日光市木和田島２１０４番地４ ０２８８－２６－４３２５ 令和３年９月２９日まで

５７ 有限会社ビクトリー 茨城県古河市東山田３８３７番地 ０２８０－７９－１０６６ 令和４年９月２９日まで

５８ 株式会社篠原総合設備 宇都宮市下荒針町３５８８番地５ ０２８６－４８－３３０６ 令和４年９月２９日まで

５９ 有限会社サンシュウ設備 宇都宮市兵庫塚３丁目１７番７号 ０２８６－５５－４０２３ 令和４年９月２９日まで

６０ 株式会社小畑工業社 那須塩原市青木１７番地２９ ０２８７－６４－２３０７ 令和４年９月２９日まで

６１(1) 今西ポンプ 那須烏山市谷浅見１０８９番地 ０２８７－８４－２２０５ 令和４年９月２９日まで

６１(2) タイガー設備工業 さくら市鷲宿３９０７番地９ ０２８－６８６－４４３１ 令和４年９月２９日まで

６２ 株式会社クラシアン
横浜市港北区新横浜１丁目２番地１
（宇都宮市日の出１－１１－１　ＨＩＴビル３
Ｆ）

０１２０－２４ー８９１９
（０２８－６３９－５６１

１）
令和４年９月２９日まで

６３ 川上建設有限会社 那珂川町小川２５０４番地 ０２８７－９６－２０８７ 令和４年９月２９日まで

６４ 福田設備 那須塩原市上赤田２３８番地 ０２８７－３６－２７８４ 令和４年９月２９日まで

６５ 有限会社クリプトン 那須塩原市黒磯２番地１１ ０２８７－６０－５０５０ 令和５年９月２９日まで

６６ 株式会社地熱工業 那須塩原市高柳２９５番地１ ０２８７－３７－０７４１ 令和５年９月２９日まで

６７ 有限会社田積設備工事 大田原市倉骨２９６番地 ０２８７－２３－０３８２ 令和５年９月２９日まで

６８ 有限会社東栄理工 宇都宮市清原台１丁目１５番１７号 ０２８－６６７－６５１２ 令和５年９月２９日まで

６９ 有限会社森嶋設備 大田原市湯津上５番地 ０２８７－９８－３５８２ 令和６年９月２９日まで

７０ 株式会社綜和工業 大田原市上奥沢５８３番地７０ ０２８７－２４－３７３１ 令和５年９月２９日まで

７１ 有限会社笛田設備 那須町高久甲５８９０番地 ０２８７－６４－０７３２ 令和５年９月２９日まで

７２ 株式会社宮川電設 さくら市喜連川４０７７番地 ０２８－６８６－２２５０ 令和５年９月２９日まで

７３ 小松設備 茨城県常陸大宮市鷲子1５７１－２ ０２９５－５８－２３７５ 令和５年９月２９日まで

７４ 山本設備 那珂川町片平１３４－１ ０２８７－９６－４７５９ 令和５年９月２９日まで

７５ 田代設備工業(有) 大田原市住吉町１丁目７番２７号 ０２８７－２２－２９２９ 令和５年９月２９日まで

７６ 有限会社篠原汽罐工業所 鹿沼市緑町２丁目４番１７号 ０２８９－６５－１５８１ 令和５年９月２９日まで

７７ 有限会社総和住設 高根沢町光陽台３－１２－３ ０２８－６８０－１１５３ 令和５年９月２９日まで

７８ くらもち水道 宇都宮市下小倉町１６９０－９ ０２８－６７４－１８９４ 令和５年９月２９日まで

７９ 伊藤設備 那須烏山市興野４２６番地 ０２８７－８３－１１１０ 令和５年９月２９日まで

８０ 有限会社高工設備工業 宇都宮市新里町丁１１８２番地８ ０２８－６６５－０８４３ 令和５年９月２９日まで

８１ 郡司設備工業 大田原市南金丸２２７番地 ０２８７－２４－２６５５ 令和５年９月２９日まで
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８２ 株式会社イースマイル
大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3
  　イースマイルビル

０６－７７３９－２５２５ 令和５年９月２９日まで

８３ 恵電社工業 那須烏山市旭２丁目８番２６号 ０２８７－８２－２６１７ 令和５年９月２９日まで

８４ 有限会社新都設備 那須塩原市南赤田３２３ ０２８７－３７－３１１７ 令和６年９月２９日まで

８５ 有限会社マコト設備工業 大田原市上奥沢３７０－３ ０２８７－２３－２５２３ 令和６年９月２９日まで

８６ 株式会社大地設備 那須塩原市西栄町１１番９号 ０２８７－３７－８８５０ 令和６年９月２９日まで

８７ 有限会社三幸設備 大田原市黒羽向町４５３番地 ０２８７－５４－１６１２ 令和６年９月２９日まで

８８ 有限会社タカオ設備工業 大田原市余瀬５３２番地 ０２８７－５４－４９５８ 令和６年９月２９日まで

８９ 株式会社菊地設備工業 宇都宮市下平出町１６１番地１ ０２８－６６６－５４６９ 令和６年９月２９日まで

９０ 有限会社キムラ設備工業 宇都宮市関堀町９７５番地２５ ０２８－６２７－６５５６ 令和６年９月２９日まで

９１ 若目田設備有限会社 宇都宮市鐺山町６２２番地１ ０２８－６７０－６４００ 令和６年９月２９日まで

９２ 有限会社スガマタ設備 宇都宮市白沢町２０２４番地４７ ０２８－６７３－３００８ 令和６年９月２９日まで

９３ 有限会社見目設備工業 高根沢町太田１２４２番地 ０２８－６７６－１９２６ 令和６年９月２９日まで

９４ 岩原産業株式会社 宇都宮市平出工業団地６番１２号 ０２８－６６２－８４４１ 令和６年９月２９日まで

９５ 協進設備工業株式会社 宇都宮市菊水町１４番１０号 ０２８－６３３－８３８１ 令和６年９月２９日まで

９６ 国井設備工業 大田原市親園３０５２－７ ０２８７－２８－１８７７ 令和６年９月２９日まで

９７ 岡設備工業 那須塩原市塩野崎新田１番地１２ ０２８７－６７－１２１８ 令和６年９月２９日まで

９８ 株式会社キクチ 鹿沼市上石川１４７７ ０２８９－７６－２０１３ 令和６年９月２９日まで

９９ 株式会社サニテック・フカヤ 大田原市北金丸１８６３－４２７ ０２８７－４７－５５２０ 令和６年９月２９日まで

１００ 有限会社金堀設備工業 大田原市南金丸４０４ ０２８７－２２－３５９０ 令和６年９月２９日まで

１０１ 有限会社薄井設備 那須塩原市下田野４５４ ０２８７－３５－２９３２ 令和７年３月３日まで

町内　２７社

町外　７４社

計


