
多摩中央管工事協同組合　0120-570-113　

（市内）八王子市排水設備工事指定工事店　一覧 令和5年5月現在

地区 指定店名称 営業所住所 営業所電話
1 本庁 ㈱市川工業所 新町8番4号 042-642-4808
2 本庁 ㈱竹内工業所 追分町7番3号 042-622-3840
3 本庁 ㈲内藤設備 大和田町七丁目16番2号 042-644-0310
4 本庁 ㈱櫻井設備 子安町二丁目5番17号 042-644-6639
5 本庁 旭が丘住設機器販売㈲ 大和田町五丁目5番19号2F 042-644-2354
6 本庁 ㈱大塚設備工業 中野上町五丁目22番13号 042-621-0866
7 本庁 ㈲東都興業 日吉町11番19号 042-627-5055
8 本庁 正建設 千人町三丁目11番3号 042-661-5966
9 本庁 ㈲潤設備工業 清川町14番地の8 042-624-2693

10 本庁 セントラルリバー建設㈱ 大和田町五丁目29番5号-1 042-649ｰ9820
11 本庁 ㈲渡辺工業所 千人町三丁目9番7号 042-665-1867
12 本庁 多摩中央管工事協同組合 台町四丁目44番11号 042-662-7196
13 本庁 ㈱バンタム 大和田町五丁目8番5号 042-639-0661
14 本庁 ㈱Life　Line 子安町一丁目30番22号 042-626-2310
15 本庁 ㈱ユウコウ建設 大和田町五丁目8番5号 042-656-1255
16 本庁 小川水道土木㈱八王子支店 本郷町11番15号 042-625-3608
17 本庁 ㈱its 左入町963-3 042-649-5666
18 本庁 中央フジクリーン㈱ 暁町一丁目12番10号 042-625-8575
19 本庁 ウェル㈱ 新町8番4号 042-642-3620
20 本庁 丸武工業㈱ 中野上町一丁目23番1号 042-634-8761
21 本庁 ㈱サンパイプ工業 緑町948番地の44 042-626-3382
22 本庁 ㈲桑都興業 平岡町14番11号 042-682-5505
23 本庁 総和設備工業㈱ 明神町四丁目6番6号 042-644-3511
24 本庁 テイク設備(株) 千人町2-3-15 042-673-4531
25 本庁 ㈱エージーテクノス 日吉町17-2 042-620-5931
26 本庁 ㈱　実來 子安町3-16-4 042-505-9217
27 本庁 ㈱青田設備 暁町1-30-6メゾンタケダ101 042-634-8434
28 本庁 ㈱エマーク 暁町1-29-12 042-686-1709
29 浅川 さの設備 裏高尾町397番地9 042-623-6692
30 浅川 ㈲降矢設備 東浅川町637番地55 042-661-1349
31 浅川 ㈲T・Sプロジェクト 南浅川町3086番地1 042-689-6928
32 浅川 ㈲浅川土木 裏高尾町675番地 042-661-1436
33 横山 ㈲舟橋工業所 散田町三丁目3番18号 042-661-1258
34 横山 ㈱新和 長房町1529番地の5 042-661-8000
35 横山 ㈱散田管工 散田町五丁目12番19号 042-665-3121
36 横山 ㈱河村設備工業 長房町90番地2 042-663-1767
37 横山 ㈲高橋設備工業所 長房町130番地の5 042-661-4105
38 横山 ㈱東設工業 めじろ台二丁目34番8号 042-661-8892
39 横山 ㈱東朋 長房町1526番地の4 042-663-5505
40 横山 ハマモト設備 散田町四丁目46番1号 042-673-2744
41 横山 小俣設備工業 めじろ台3-8-6 042-662-2442
42 横山 ㈱トレンディングサービス めじろ台三丁目38番地の4 042-669-3300
43 横山 ファイアーク㈱ めじろ台三丁目11番地11 050-3552-1020
44 横山 ㈱ＳＴいしざき 城山手二丁目18番1号 042-664-8233
45 横山 ㈱勝巳建設 山田町1690番地32 042-665-7359
46 横山 ㈱ジユウ 狭間町1772-2 042-610-2808
47 横山 (有)ＰＷＳ 八王子営業所 並木町16番12号 青ビル101 042-673-5710
48 館 ㈲青木工業所 大船町401番地の2 042-666-6736
49 館 ㈲植田設備 館町2053番地 042-661-4743
50 館 ㈲サン工業設備 館町2022番2 042-668-2225
51 館 橋本商事㈱ 館町526番地 042-664-6505
52 館 ロード建設㈱ 館町196番地5 042-665-3380
53 館 ㈱アラ建設 館町2400番地の11 042-665-6900
54 館 武蔵住設 寺田町936番地 042-663-5501
55 館 ㈲トップワーク 館町2189番地 042-665-3554
56 館 ㈱林善 大船町266番地 042-668-8837
57 館 ㈱フロー工業 館町98番1 042-667-6999
58 館 タドコロ住設 寺田町162番地 042-661-7576
59 館 ㈲須藤工業 寺田町169番地ﾃｪｲﾙｽｸｳｪｱ302 042-665-0481
60 館 ㈱浜興業 館町782-1 042-669-3305
61 館 富士森住設設計事務所 椚田町557番地10 042-661-3815
62 館 誠設備 館町506番地5 042-668-3626
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63 館 坂口建設(株) 館町228-3 042-673-5525
64 由木 ㈱タキセツ 鹿島7番地1ライオンズ多摩センター翠彩の杜605 042-670-1216
65 由木 加藤設備工業㈱ 堀之内二丁目1番地の15 042-676-8610
66 由木 ㈲村野工業所 堀之内三丁目3番地の31 042-676-8205
67 由木 八水機工㈱ 中山907番地1 042-689-6346
68 由木 東京技工㈱ 下柚木410番地 042-675-1058
69 由木 ㈲良美配管工房 中山394番地 042-677-4638
70 由木 ㈱東邦建設工業 下柚木二丁目27番地5-203号 042-670-7770
71 由木 ㈱日本水道レスキュー 下柚木356番地 042-674-7851
72 由木 ㈱ワタイチ 下柚木二丁目27番地5（103号） 042-670-5205
73 由木東 ㈱銀室興業 大塚645番地24 042-678-0189
74 由木東 ㈲静和興産 大塚390番地 042-674-9334
75 由木東 三栄設備工業所 東中野53番地6 042-676-7224
76 南大沢 ㈱フジ企画 堀之内2-1-14 042-677-8145
77 南大沢 ㈱オスカ 鑓水142番地 042-679-9553
78 南大沢 ㈲大邦設備工業 松木13番地の19 042-678-1651
79 南大沢 木本建興㈱多摩支店 鑓水1045番地1 042-678-4566
80 南大沢 ライチ㈱ 別所一丁目25番11号ｸﾞﾗﾝﾋﾙｽﾞ101号室 042-682-3162
81 南大沢 ㈱Ｎ４エンジニアリング 堀之内2-27-2-306 042-682-2275
82 南大沢 上進設備 南大沢3丁目16番2号4-102 042-674-6116
83 元八王子 ㈱細川設備工業所 元八王子町一丁目116番地 042-624-6697
84 元八王子 ㈲五味工業所 弐分方町785番地1 042-625-9585
85 元八王子 ㈲鈴木住設 諏訪町63番地 042-651-3111
86 元八王子 井上工業所 横川町766番地 042-622-4677
87 元八王子 石森設備工業 大楽寺町299番地5 042-624-7954
88 元八王子 ㈲太宏 横川町548番地 042-622-1539
89 元八王子 西勝設備工業所 諏訪町186番地3 042-651-4932
90 元八王子 ㈲住井設備工業 元八王子町二丁目1339番地2 042-673-4638
91 元八王子 ㈲総栄 元八王子町二丁目1893番地 042-661-5694
92 元八王子 髙橋設備 諏訪町35番地19 042-657-1102
93 元八王子 森屋建設㈱ 弐分方町808番地 042-626-2291
94 元八王子 ㈱都市クリエイト 弐分方町808番地 042-626-8455
95 元八王子 ㈱スイセイ 横川町490番地2 042-628-0850
96 元八王子 ㈱エフォート 大楽寺町513番地7 042-620-0510
97 元八王子 ㈱髙橋設備 元八王子町二丁目1842番地 042-663-2032
98 元八王子 親和建設㈱ 諏訪町91番地2 042-651-1088
99 元八王子 (有)大樹設備工業 元八王子町2-1843 042-629-9071

100 元八王子 アクアヴィット 元八王子町二丁目1290番 042-649-3708
101 元八王子 岡部設備事務所 横川町797-50 042-649-6950
102 元八王子 安保設備㈱ 横川町991-7 042-624-2352
103 元八王子 ㈱ミヤコ 泉町1272-2 042-690-9767
104 恩方 ㈱桑原工業所 下恩方町778番地 042-652-5040
105 恩方 ㈲青木設備工業 小津町374番地 042-651-6924
106 恩方 ㈲中原設備 西寺方町462番地の24 042-651-1240
107 恩方 ㈲渕上設備工業 下恩方町1397番6号 042-651-6685
108 恩方 クール住宅設備 西寺方町623番地3 042-651-0503
109 恩方 ㈱省英コーポレーション 西寺方町1001番地73 042-651-7712
110 恩方 ㈱丸幸建設工業 下恩方町2492番地の1 042-651-9203
111 恩方 出浦液化ガス㈱ 下恩方町566番地 042-651-3295
112 恩方 ㈲渡邉建設 西寺方町1006番地260 042-652-5691
113 恩方 ㈱宮坂総合設備 西寺方町712番地3 042-652-3845
114 恩方 美川工業所 西寺方町1019番地286 042-651-6491
115 川口 ㈱原島工業 川口町1489番地の4 042-654-3077
116 川口 ㈲堀内設備工業 上川町2280番地 042-659-6331
117 川口 木村設備㈱ 川口町1735番地2 042-654-5007
118 川口 ㈲榎本商会 犬目町306番地 042-625-2556
119 川口 桑原設備工業所 川口町957番地 042-654-3054
120 川口 マルヰガス東京㈱ 楢原町542番地1 042-622-3772
121 川口 赤堀設備 上川町1947番地3 090-3216-8663
122 川口 ㈲北栄 川口町1157番地の3 042-654-5997
123 川口 ㈲水村工業 犬目町878番地の1 042-654-6048
124 川口 ㈱ライフ・クリエイト 犬目町492番地10 042-621-5310
125 川口 ㈱川久保風呂店 川口町1585番地6 042-654-2161
126 川口 ㈱町田設備工業 川口町2636番地12 042-654-5205
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127 川口 新晃サービス 川口町2903番地12 042-659-2934
128 川口 渡辺設計建設 川口町1544番地9 090-3509-0848
129 川口 工藤住設 川口町1505番地15 042-654-8060
130 川口 オレンジ設備 川口町1066-2 042-654-5577
131 加住 ㈱野口設備工業 尾崎町39番地 042-691-1760
132 加住 ㈲タイトウ設備産業 滝山町一丁目572番地4号 042-691-2311
133 加住 ㈱河野設備 谷野町579番地 042-691-3135
134 加住 ㈲タツミ土木 丹木町二丁目204番地の2 042-692-0088
135 加住 ㈲村田興業 高月町1139番地 042-691-1374
136 加住 滝口設備 宮下町69番地3 042-691-1850
137 加住 ㈱セイワ・プランニング 谷野町247番地1 042-689-4144
138 加住 ㈱川上建設加住事業所 宮下町164番地22 042-692-4525
139 加住 ㈲新興工業 滝山町二丁目436番地 042-696-3023
140 加住 ブリビック 左入町585番地5 090-6490-5555
141 加住 ㈱善立 左入町403番地 042-692-2595
142 加住 ㈱小泉ハウスプランニング 高月町1362番地 042-696-3144
143 北野 ㈱八王子パイピング 長沼町1308番地1 042-648-5115
144 北野 ㈲江成設備 八王子市上柚木字五号431 042-636-8816
145 北野 ㈲長栄プラテック 絹ヶ丘三丁目34番13号 042-676-8234
146 北野 ㈲アイ・ティー・オー住設 絹ヶ丘一丁目1番9号 042-635-3361
147 北野 ㈲Ｆine 石川町93-1FineビルB1F 042-682-1250
148 北野 富士総合設備㈱ 絹ヶ丘一丁目1番8号 042-638-0456
149 北野 ㈲イワマ設備東京営業所 長沼町178番地42ﾏﾘｵﾝ八王子Ⅱ201 042-638-0652
150 由井 水越設備㈱ 片倉町2243番地 042-636-8331
151 由井 大成設備工業㈲ 小比企町603番地 042-637-5467
152 由井 ㈱創研八王子支店 みなみ野三丁目15番3号 042-635-1271
153 由井 ㈲磯沼工業 小比企町1648番地 042-636-9341
154 由井 ㈲田中設備企画八王子営業所 七国六丁目40番18号 042-637-0648
155 由井 ㈲アサミ設備工業 小比企町3082番地 042-632-6166
156 由井 ㈲杉崎水道八王子営業所 七国四丁目21番9号 042-782-2377
157 由井 ㈱井上設備 片倉町1792-2 042-683-3866
158 由井 ㈱優駿興業 小比企町1381番地2 042-635-8189
159 石川 ㈱石川鑿泉工業所 石川町508番地 042-642-9000
160 石川 ㈲鳳産商 小宮町785番地3 042-646-7121
161 石川 ㈲ヤマシン工業 小宮町307番地2 042-644-2343
162 石川 ㈱ニッコー 宇津木町614番地 042-642-1331
163 石川 ㈱戸田工業 宇津木町598番地2F 042-697-6110
164 石川 ㈱二美建設 左入町791-6 042-659-3667
165 石川 ㈱純和興業 大谷町507番地2 042-649-9751
166 石川 ㈱ヤマショウ 石川町1321番地1 042-649-4640
167 石川 ㈱リトルファクトリー 宇津木町136番地8 042-691-0845
168 石川 長山設備 丸山町１３番地１５ 042-657-1944
169 石川 ㈱日野工業 高倉町38番地6 042-648-0010
170 石川 クラシック工業㈱ 小宮町948-18 042-444-4995
171 石川 ㈱サキガケ 大谷町54-78 042-649-3592
172 石川 ㈱ヤマショウ 石川町1321番地1 042-649-4640
173 石川 ㈱リトルファクトリー 宇津木町136番地8 042-691-0845
174 石川 長山設備 丸山町１３番地１５ 042-657-1944
175 石川 ㈱日野工業 高倉町38番地6 042-648-0010
176 石川 クラシック工業㈱ 小宮町948-18 042-444-4995
177 石川 ㈱サキガケ 大谷町54-78 042-649-3592


