
茂原市下水道排水設備指定工事店一覧 （令和２年４月1日現在）
住　　所 電　話 市内業者

ア ㈱アイダ設計 船橋市本郷町４９４－４ 050-3173-1935
㈲秋葉水道 茂原市下永吉８２１－１ 0475-24-6940 ○
秋葉設備㈲ 茂原市早野１１８４ 0475-24-8228 ○
㈲秋葉設備 いすみ市岬町江場土１６３４ 0470-87-3111
㈱秋葉設備工業 山武市上横地３６８３ 0475-82-6394
㈱アラチ水道センター 茂原市早野１５１５ 0475-25-0525 ○

㈱イケダ 四街道市大日６７－３ 043-422-2820
㈲石井総合設備 長生郡長柄町徳増６３８－１ 0475-35-4158
㈲石田水道工事店 茂原市小林２９４１－１８ 0475-25-0221 ○
㈲一宮鉄工所 長生郡一宮町一宮３２３１ 0475-42-3313
㈲一進工業 長生郡長柄町味庄８６－３ 0475-35-3868
㈲今井水道 市原市五所１３７１ 0436-41-1386
㈲今井設備工業 茂原市高師台３－６－１６ 0475-20-1233 ○
㈲今井設備工業 東金市下武射田２３１６－２ 0475-58-8313
㈲内山住設 長生郡一宮町東浪見３７８６ 0475-42-3415
㈲江澤設備工業所 いすみ市岬町三門１９２４－１ 0470-87-6645
㈲遠藤組 長生郡長生村七井土１５４２ 0475-32-0993
㈲大網管工 市原市高田６５２－２ 0436-52-2107
㈲大高工業 いすみ市岬町和泉３４８２ 0470-87-3566
㈲大野水道 茂原市下太田１４４２ 0475-34-3610 ○
岡澤鉄工所 長生郡睦沢町上市場８８８－１　 0475-44-0094
㈱オカモト 市原市五井１６５６ 0436-22-1188
㈲岡本水道工業所 茂原市茂原１６０６－３ 0475-23-4354 ○
㈱岡本設備 大網白里市大網６８２－２ 0475‐72‐3210
オリエント工業㈱ 市原市姉崎１７０９－１ 0436-62-4566

カ ㈱加藤工業所 茂原市茂原６５０－４ 0475-24-4545 ○
角源マルヰガス㈱ 大網白里市大網３７８ 0475-72-0070
㈱金城組 茂原市小林２９４１－１３ 0475-23-7311 ○
㈲釜屋燃料店 長生郡一宮町一宮３１０３ 0475-42-2671
㈱関東調査事務所 茂原市粟生野３６００－２ 0475-34-8314 ○
共栄設備 いすみ市岬町中滝１８６３ 0470-87-5790
㈲草刈設備 市原市草刈４０１－２ 0436-75-1115
㈱クラシアン（千葉支社） 千葉市緑区土気町１６３２－２ 043-294-9131
㈱ケイハイ東千葉支店 東金市東上宿２６－５ 0475-55-1621
京葉工管㈱ 千葉市美浜区新港１３９－２ 043-241-8887
謙システム㈱ 山武市板川３１７－３３ 0475-89-0277
小金設備工業㈱ 館山市西長田３７０ 0470-22-8082
㈲小林水道鉄工 長生郡長南町長南２３８０ 0475-46-0141
㈲薦田鉄工所 長生郡一宮町一宮２９２６ 0475-42-4523

サ ㈲斉藤工務店 茂原市三ヶ谷１３８８－１ 0475-22-4311 ○
㈲斎藤設備 大網白里市細草１９７２－２ 0475-77-2051
㈱三枝組 茂原市茂原１３１０ 0475-23-5225 ○
㈲佐山 大網白里市四天木乙２８７４ 0475-77-2250
㈲山栄建工 茂原市綱島７６ 0475-23-9724 ○
㈲三共興業 長生郡一宮町船頭給３１－９ 0475-42-3775
㈲塩島住宅設備 いすみ市岬町長者２１２－１ 0470-87-2686
㈱篠原設備 柏市逆井4丁目２５－５９ 04-7137-9241
㈲清水水道 茂原市上茂原２８９ 0475-24-7698 ○
白石管工事㈱ 長生郡一宮町一宮４２８７－６ 0475-42-2372
㈱白水組 茂原市東郷３５４ 0475-23-1901 ○
㈱伸栄建設 大網白里市金谷郷１５８－１ 0475-72-8899
信葉電機水道㈱ 茂原市六ツ野３１５５－２ 0475-25-3010 ○
㈲辰和興業 茂原市六ツ野３６５８－６ 0475-22-0500 ○
ジール 東金市一之袋１７５－３ 0475-55-5438
㈱水巧設備工業 千葉市若葉区貝塚町９７９ 043-231-5020
末吉住設 睦沢町川島１６２０ 0475-44-0524
㈱鈴木組 茂原市八千代２－１３－７ 0475-23-3311 ○
㈲ストレングス 千葉市美浜区幸町１－９－１－４０９ 043-246-2235

工事店名



住　　所 電　話 市内業者工事店名
サ 関工業 東金市油井１８８－２８ 0475-53-1744

㈲関工業所 茂原市中の島町５１１ 0475-32-1190 ○
積和建設東関東㈱ 千葉市若葉区都賀１－４－４ 043-233-2930

タ ㈲第一住宅設備 山武郡横芝光町二又１１９１ 0479-85-0034
大一設備 いすみ市若山９１８－１２ 0470‐64-0020
大成土木設備㈱ 茂原市上茂原２２－１ 0475-24-1013 ○
㈱髙山工業 東金市東岩崎５番地１－１０２ 0475-86-7776
㈱竹昇 市原市瀬又１００１－４６ 0436-52-1488
㈲武田組 茂原市早野９５３ 0475-23-1922 ○
㈱チバ設備事務所 茂原市六ツ野７８５ 0475-23-1177 ○
中央日化サービス㈱ 千葉市花見川区犢橋町１６２７－１２ 043-259-2971
㈲長生工業所 長生郡長南町中原９２４－１ 0475-47-0059
㈱ツチダ 千葉市緑区誉田町２－２０－１９１ 043-292-1177
㈲土屋管工事 いすみ市深堀９０２－２ 0470-62-0258
常泉鉄工㈱ 茂原市下太田１９４－４ 0475-34-3630 ○
鶴岡設備工業㈱ 茂原市茂原８３９ 0475-23-8885 ○
㈱東都設備 大網白里市上谷新田71-43 0475-78-3468
東日設備㈱ 山武郡九十九里町不動堂６０１ 0475-76-7147
東部設備㈲ 千葉市緑区古市場町４７４－１５４ 043-265-2580

ナ ㈲中村住宅設備 長生郡睦沢町大谷木３３０ 0475-44-0760
中村設備工業 茂原市箕輪６６７ 0475-22-5147 ○
㈱並木設備 茂原市粟生野３７１５－４ 0475-34-7154 ○
㈱日設工業 千葉市稲毛区長沼町１０８－１ 043-250-7751
㈱ニューアトラス 千葉市稲毛区あやめ台３－４－１０１ 043-259-8260

ハ ㈲長谷川設備 茂原市下永吉１６６６－１６ 0475-25-4747 ○
八紘建設 茂原市真名１３５ 0475-24-0658 ○
㈲浜谷総業 茂原市長谷６２９－５ 0475-25-7556 ○
㈲ひかり水道 長生郡白子町北高根７９ 0475-33-5171
㈲フクダホーム設備 茂原市上林１３６－６ 0475-26-1395 ○
㈲藤住設 市原市能満１４４２－１０ 0436-43-1527
㈱保坂設備 山武市板川３１７－４０ 0475-89-1505
㈱堀部設備工業 八街市富山１２２６ 043-444-3115

マ ㈲マルサ設備 茂原市上茂原２８３ 0475-23-8877 ○
丸佳建設㈱ 茂原市下永吉７１７－１ 0475-23-6195 ○
㈲三起 長生郡長南町報恩寺２２１－１ 0475-46-1141
水野重機㈱ 千葉市中央区南町３－１８－４ 043-263-1613
㈲みその水道設備工業 山武郡九十九里町西野２７９－２ 0475-76-2796
㈱緑川組 茂原市南吉田３６４４－１ 0475-34-8311 ○
㈱みなり 長生郡長生村藪塚６０７ 0475-32-6217
㈲宮﨑水道 長生郡長南町岩川３０８ 0475-46-1525
㈲雅工業 大網白里市金谷郷１６９８ 0475-72-1129
㈱水楽 四街道市物井１８０２－４ 043-304-7897
㈲村井設備 山武郡九十九里町作田５２８３ 0475-76-6687
㈲明和設備 千葉市稲毛区天台５－２８－２ 043-256-5656
㈱元岡設備 長生郡一宮町東浪見７５０９－４ 0475-42-8873
茂原家電サービス 茂原市高師町１－１０－９ 0475-23-1723 ○
森設備 夷隅郡大多喜町下大多喜１８４６－５ 0470-82-2162
㈱諸岡設備工業 長生郡長生村一松７３３－２ 0475-32-2560

ヤ ㈱安田設備工業 大網白里市富田１５１７－１ 0475-72-7002
㈲ヤマコ工業 船橋市宮本４－４－１ 047-460-4010
㈱山長 長生郡一宮町一宮２４１６ 0475-42-5555
㈲ユウマ住設工業 君津市人見２丁目７－１０ 0439-55-0897
㈱吉田工業 大網白里市大網４５０－１１ 0475-72-2161

ワ ㈱和弘 千葉市稲毛区宮野木町２１４９－３ 043-286-0781
㈲和光電設 茂原市小林２９５４－８ 0475-22-4363 ○
㈲渡辺水道 茂原市小轡５６３－４ 0475-23-9305 ○
㈲渡辺設備 長生郡白子町古所３３１８－６ 0475-33-3340


