
 指 定 工 事 店 名  指 定 工 事 店 住 所  電 話 番 号 メールアドレス

　浅野住設  新発田市天王656 0254-32-3853

　飯豊電設工業（株）  新発田市豊町2-18-5 0254-24-2134 iide6@future.ocn.ne.jp

  （株）石井組  新発田市小舟町1ｰ7ｰ1 0254-22-3261 doboku-ishii@proof.ocn.ne.jp

　板垣建設  新発田市荒町甲612-1 0254-23-1038

　（株）伊藤組  新発田市島潟1273-1 0254-22-4176 eigyo-1@itohgumi.co.jp

　（株）イノウエ  新発田市新栄町1-3-2 0254-26-1801 sarani@uriage-up1.com

　（有）今田工業所  新発田市下中江268 0254-29-2281

  （株）岩川組  新発田市小舟町1-1-5 0254-22-4474 iwakawagumi-03@orion.ocn.ne.jp

　（株）岩村組  新発田市大手町4-3-21 0254-20-5550 eigyoubu@iwamura-gumi.co.jp

　越後よいち  新発田市五十公野1932-1 0254-21-2222 info@e-yoichi.jp

　（株）オオハシ  新発田市真野原外3400 0254-41-2590 info@ohasi.co.jp

　（株）大堀商会  新発田市五十公野3439 0254-24-4133 gyoumu@oohori.biz

　大堀設備  新発田市五十公野6946 0254-22-0816 oohori-setsubi@cream.plala.or.jp

　（有）奥村建設  新発田市横岡1846 0254-33-3332

　（株）下越住設センタ－  新発田市富塚町2-1-3 0254-24-9728 sekkei@kaetsu-jc.com

　（株）下越総合開発  新発田市島潟1513 0254-24-5874 s.sakaba@kaetsusougou.jp

　加賀田商店  新発田市本田辛561 0254-32-2801 kgt@olive.plala.or.jp

　笠原設備  新発田市東新町1-11-26 0254-23-6579

　樫内建設（株）  新発田市緑町1-15-17 0254-22-2438 h-kashiuchi@kashiuchi.co.jp

　（株）加藤組  新発田市富島484-3 0254-41-2456 katougumi@mx51.et.tiki.ne.jp

　（株）金田建設  新発田市小坂102 0254-22-0020 kcc-shibata@cd.wakwak.com

　（株）樺沢工業所  新発田市中曽根町2-4-20 0254-22-5309 sayuri1023@bj.wakwak.com

　樺沢設備  新発田市大手町3-4-6 0254-24-7525 ordinary_angler@rk9.so-net.ne.jp

　（株）神田エンジニアリング  新発田市新富町3-6-4 0254-22-3408 gyoumu@kanda-eg.co.jp

　（株）菊地組  新発田市古寺152 0254-22-5012

　（株）亨和建設  新発田市下内竹204 0254-22-5013 kyouwa@rose.ocn.ne.jp

　桐澤建設（株）  新発田市稲荷岡1376 0254-41-2375 kiriken2@amail.plala.or.jp

　（株）熊倉組  新発田市五十公野6835 0254-22-7171 info@kumakuragumi.co.jp

　クラシマ設備  新発田市大友848 0254-25-3581

　栗山設備  新発田市住吉町3-5-10 0254-26-6097 cstpp580@yahoo.co.jp

　（株）クレド  新発田市五十公野5160-14 0254-26-3387 y-kikuko@fine.ocn.ne.jp

　（株）小池組  新発田市真野原外1274-1 0254-41-3145 k.koike@koike-gumi.co.jp

　小林住設  新発田市富塚町1-1-1 0254-22-7975 brkdh@556@ybb.ne.jp

　小柳産業（株）  新発田市八幡新田416 0254-22-7010 ksaito@koyanagisangyo.com

　（有）小柳設備  新発田市下三光7 0254-25-3000 koyanagi-setubi@lapis.plala.or.jp

　（有）仕田商店  新発田市真野原外1152 0254-41-2047 info@shida-s.co.jp

　（株）新発田技研  新発田市新栄町3-5-6 0254-27-3139 shibatagiken@yume-h.com

　新発田建設（株）  新発田市富塚1942 0254-27-5711 ichikawa@shibaken.co.jp

　新発田水道工事（株）  新発田市西園町1-7-5 0254-22-3550 sibasui@f2.dion.ne.jp

　渋木井戸屋  新発田市相馬133 0254-33-2512

　（有）島津管工  新発田市下小中山257-1 0254-33-2655 shimatsukanko1991@ec4.technowave.ne.jp

　秀和建設（株）  新発田市東新町3-8-17 0254-24-4710 syuwa@agate.plala.or.jp

　菖栄ライフ（株）  新発田市富塚町3-1-15 0254-24-9373 syoei_life@sg-staff.co.jp

　新菖工業（株）  新発田市富塚町1-1-33 0254-22-5523 k_wakatuki@shinsyo-kogyo.co.jp

　（株）新和組  新発田市米倉1287 0254-28-5011 shinwagumi@inet-shibata.or.jp

　（株）杉原組  新発田市上赤谷2806 0254-28-2311 sugihara@jeans.ocn.ne.jp

　セイケン設備  新発田市佐々木441 0254-28-8603 ywkyq471@ybb.ne.jp

　（株）関川水道  新発田市日渡112 0254-27-3221 s-suzuki@sekikawa-s.co.jp

　設備サポ－ト  新発田市富塚町2-18-2 0254-21-2050 setsubi_s@yahoo.co.jo

　大光建設  新発田市中曽根町2-2-6 0254-26-0617

　大進電業（株）  新発田市佐々木1895-9 0254-21-5000 saitoh-ta@taishind.jp

　太陽開発（株）  新発田市藤塚浜3227-1 0254-41-0002

新　　発　　田　　市

新発田市下水道排水設備等指定工事店一覧（所在地別・五十音順）
◆新発田市の排水設備工事は市指定の工事店でなければ、施工できません。

平成２８年４月１日現在



　（株）高建新発田営業所  新発田市相馬28-1 0254-33-2191 doboku-jimu@kk-takaken.co.jp

　（有）高島組  新発田市五十公野1570 0254-23-1663 takashima-gumi.61@snow.ocn.ne.jp

　（株）高橋組  新発田市小舟町3-665-2 0254-22-4251 tkinc@rose.ocn.ne.jp

　（株）高橋建設  新発田市中曽根町1-10-18 0254-22-4211 takaken@indigo.plala.or.jp

　タカハシ設備  新発田市菅谷949 0254-29-2777

　（株）高橋創建  新発田市本田3463-1 0254-32-1660 takahashisouken@sepia.plala.or.jp

　田上設備  新発田市五十公野5012 0254-24-3359 tagami_setsubi@water.ocn.ne.jp

　（株）宝重機建設  新発田市荒町字大宝地2397-1 0254-24-1212 takara-ju-ki@shirt.ocn.jp

　（有）長豊建設  新発田市乗廻443 0254-26-7521 chouhou@amber.plala.or.jp

　月岡水道設備  新発田市本田辛564-1 0254-32-2816 tukisui@nifty.com

　（株）都市環境  新発田市富塚町2-1002 0254-24-1858 toshikankyo@triton.ocn.ne.jp

　（株）トヤマ  新発田市新栄町2-7-25 0254-21-2111

　豊浦建設（株）  新発田市池ノ端1013-3 0254-22-2242

　（有）中野土木工業  新発田市向中条392 0254-22-6520 nakanodoboku392@wish.ocn.ne.jp

　（株）ナカムラ　新発田支店  新発田市富塚町1-2-27 0254-22-3633 izumi@cs-nakamura.co.jp

　（株）中村組  新発田市緑町1-18-6 0254-22-3833 shun007@themis.ocn.ne.jp

  中村組  新発田市御幸町3-2-10 0254-22-2841

　（株）中山商会  新発田市住吉町5-2-17 0254-24-1414 nakayama_info@polka.ocn.ne.jp

　（株）新潟グリーンテック  新発田市緑町1-12-11 0254-23-0667 g_tec@vesta.ocn.ne.jp

　（株）新野商店  新発田市富塚町3-1-30 0254-24-5501 kanemaru@eagle.ocn.ne.jp

　（株）ハセガワ  新発田市小舟町3ｰ730 0254-23-0800 hasegawa-m@lion.ocn.ne.jp

　（株）長谷川建設  新発田市真野原外1471-1 0254-41-2247

　（株）長谷川工務店  新発田市富塚町2-3-18 0254-22-5755 hasekenn@d1.dion.ne.jp

　（有）ハタエンジニアリング  新発田市西宮内1067-23 0254-26-0936 yahho_hata@yahoo.co.jp

　（株）馬場工務店  新発田市浦901 0254-24-7612 babakoumuten@sage.ocn.ne.jp

　（株）林組  新発田市住田413 0254-33-3114 hayashigumi-endo@herb.ocn.ne.jp

　（株）平沢工務店  新発田市御幸町2-15-25 0254-22-6019 katotatsuo@tkcnet.ne.jp

　フレックス　コジマ  新発田市本町3-4-5 0254-22-2853 flex-k@jasmine.ocn.ne.jp

　（株）北信  新発田市佐々木1766-9 0254-27-6290

　（株）増子工業所  新発田市富塚町1-2-4 0254-24-4553 masuko@masuko-kougyousho.co.jp

　マルタケ工務店（株）  新発田市佐々木233-1 0254-27-8303 marutakekomuten@giga.ocn.ne.jp

　みずや  新発田市月岡温泉601 0254-32-2732

　（株）ミツル電工  新発田市城北町2-12-23 0254-26-1100 hiroyuki@ml.shibata.ne.jp

　宮下設備  新発田市下寺内602 0254-29-3036

　若月建設（株）  新発田市小戸886 0254-31-4111 ku-ichishima@ml.shibata.ne.jp

　渡辺勤栄商会  新発田市押廻58 0254-22-4215

　渡辺設備  新発田市東新町1-12-20 0254-24-7569

　（有）渡辺斫り工業  新発田市乙次316 0254-24-3995

　（株）あさひメンテ  胎内市東本町25-69 0254-44-0111

　（株）小野組  胎内市西栄町2-23 0254-43-2123 n-touma@ono-gumi.co.jp

　（株）小野工務店  胎内市中条2478-1 0254-43-3374

　（株）カエツ工業  胎内市東牧726-28 0254-47-2311 kurokawa@kaetsu.com

　カタノ設備  胎内市塩沢382 0254-47-2194

　（株）佐藤さく井設備  胎内市高畑字新割271-2 0254-45-2740 sakusei@satosakuisetsubi.co.jp

　スカイ・エンジニアリング㈱  胎内市水沢町1-1 0254-43-6403 akira.sato@sky-eng.co.jp

　須貝タイル  胎内市本郷町6-10 0254-43-3369

　鈴木商会  胎内市平木田1527-13 0254-46-3465 suusan@chive.ocn.ne.jp

　（有）第一管工  胎内市東本町25ー63 0254-43-4674 sato_sato@ymail.plala.or.jp

　胎内設備  胎内市西栄町5-40 0254-43-2626

　胎内電化サービス  胎内市鼓岡702 0254-48-3049 QYV03753@nifty.com

　高橋土建（株）  胎内市関沢37-1 0254-43-3078 tdoken@rose.ocn.ne.jp

　東亜住設（株）  胎内市北本町7-9 0254-43-2328 toua@iplus.jp

　藤拓工業  胎内市坂井41 0254-48-3823

　（株）西奈美組  胎内市西条196 0254-43-2349 nisi196@helen.ocn.ne.jp

　曳栄建設㈱  胎内市黒川1668-1 0254-47-2548 tanaka@hikiei.jp

　舟山管工  胎内市乙832-3 0254-46-3443

　（有）牧野工務店  胎内市竹島115 0254-45-2166 makino-koumu@ab.auone-net.jp

　（株）宮島工業所  胎内市東本町4-12 0254-43-3114 kmk.since1907@dance.ocn.ne.jp

胎 内 市



　桃崎設備  胎内市桃崎浜280 0254-46-2387

　山栄建設(株)  胎内市半山540-1 0254-43-2529

　（株）カトウ工業  北蒲原郡聖籠町大字蓮野1181-1 0254-27-8512

　（株）聖路総合  北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1034-1 0254-27-7878 seiro78@jeans.ocn.ne.jp

　（株）聖籠第一設備  北蒲原郡聖籠町大字網代浜919-3 0254-27-3855 sds@wing.ocn.ne.jp

　曽根建（株）  北蒲原郡聖籠町大字蓮潟2492 0254-27-5111 info@sone-ken.co.jp

　（株）北伸建設  北蒲原郡聖籠町東港7-5989-16 025-256-3701 hokusin_ukisu@cotton.ocn.ne.jp

　（株）北聖  北蒲原郡聖籠町大字山倉295ｰ2 0254-27-3357 hokusei-el@inet-shibata.or.jp

　（有）阿賀衛生工業  阿賀野市六野瀬2431-22 0250-68-5177

　（有）阿部井戸屋設備  阿賀野市下条町12-73 0250-62-2448 abeidoya@ams.odn.ne.jp

　（株）伊藤工業　  阿賀野市窪川原272 0250-67-2626 suid@cocoa.ocn.ne.jp

　（株）上松設備  阿賀野市千原228-1 0250-62-6827 uematsusetsubi@triton.ocn.ne.jp

　（株）エイシンホーム  阿賀野市中島町-15-25 090-3343-6717 yokowatari.naomi@taupe.plala.or.jp

　（有）遠藤設備工業  阿賀野市笹岡1294 0250-62-4308 endousk@seagreen.ocn.ne.jp

　（有）片桐配管工業  阿賀野市上高田659-1 0250-62-1130 k-setsubi@mbi.nifty.com

　（株）加藤工業所  阿賀野市小島345 0250-67-2615 kk.katho@triton.ocn.ne.jp

　さくら水道  阿賀野市蒔田655 0250-62-4649 hoshino-fumiryo@nifty.com

　福西電気商会  阿賀野市安野町7-21 0250-62-2753

　（株）帆苅組  阿賀野市保田1111 0250-68-1166 hokari1@ruby.ocn.ne.jp

　（株）松田設備工業  阿賀野市岡山町3-14 0250-62-2632 matusetu@deluxe.ocn.ne.jp

　（株）ミツマ  阿賀野市沖128 0250-62-4150 mitsuma@bg.wakwak.com

　ムラヤマ燃料㈱  阿賀野市北本町8-21 0250-62-2373 k.murayama@iplus.jp

　安田設備工業（株）  阿賀野市保田750-1 0250-68-3381 y.hokari@yasusetsu.com

　（株）暁工業  新潟市北区太田字法花鳥屋4704-1 025-386-8824 aka-k@gray.plala.or.jp

　（有）アクア・プロテクタ－  新潟市中央区雪町2016 025-224-3022 asari@aqua-prot.com

　（株）安達工業  新潟市北区豊栄早通41-12 025-386-5914 adachi.co1@vivid.ocn.ne.jp

　（有）石垣設備  新潟市北区島見町上往来1590 025-259-4011

　（有）イタバシ  新潟市秋葉区柄目木1051-1 0250-22-9659 itabashi@crest.ocn.ne.jp

　（有）一不二配管工業  新潟市東区江南4ｰ1ｰ15 025-287-2200 ichihujihaikan-1@ah.wakwak.com

　（有）エスエス工業  新潟市江南区横越上町2-12-16 025-385-4425 sskougyou@ec5.technowave.ne.jp

　（株）エステ－工事  新潟市中央区明石1-7-1 025-385-6922 st-kouji.toyosaka@niks.or.jp

　エムケイ住宅設備工業  新潟市西蒲区松野尾2726-6 0256-72-0039

　遠藤工業（有）  新潟市東区空港西2-1-18 025-272-2558 yuasa.a@car.ocn.ne.jp

　（株）金井電設　新潟支社  新潟市北区下大谷内378-37 025-259-8585 kanai_niigata@bc.wakwak.com

　（株）ＫＩＢＵ設備  新潟市東区牡丹山4-3-16 025-279-4155

　（有）キューブ  新潟市東区紫竹7-32 025-282-7593 cutakahashi@yahoo.co.jp

　（株）協立工業  新潟市西区的場流通2-3-18 025-269-0555

　（有）熊谷工業所  新潟市西区五十嵐中島3-1-16 025-262-4410

　（株）クラシアン新潟北越  新潟市中央区網川原1-15-23 025-281-4781

　（株）宏栄工業  新潟市江南区亀田緑町4-2-5 025-381-5184 kk.koeikogyo-kameda@herb.ocn.ne.jp

　（有）幸栄設備  新潟市北区嘉山243-1 025-386-4456 kouei_47@ybb.ne.jp

　（有）コトブキ住設  新潟市東区東中島2-9-26 025-277-3336 kotobukijyusetsu@opal.plala.or.jp

　（株）佐久間組  新潟市北区木崎2183 025-387-3752 kabu.sakumagumi@bc.wakwak.com

　（有）サトウ設備  新潟市北区葛塚4534-1 025-386-7403 kazu3103@iplus.jp

　（有）清水設備  新潟市北区美里1-6-11 025-288-6557 shimizu-setsubi@ia3.itkeeper.ne.jp

　（株）浄化槽技術センタ－  新潟市秋葉区大字小口878ｰ2 0250-22-2530 jyokaso@comet.ocn.ne.jp

　鈴木設備  新潟市西蒲区和納513-16 0256-82-5263 suzuki_s_2003@yahoo.co.jp

　（有）積新商事  新潟市中央区高志2-16-24 025-286-6401 sekishin-niigata@cd.wakwak.com

　代南設備  新潟市北区太郎代15-3 025-290-7582 qjcbd804@yahoo.co.jp

　（株）大二工業  新潟市中央区鐙3-2-6 025-241-1357 saito@kk-daini.co.jp

　（株）田中石油  新潟市東区石山4-1-7 025-276-3077 tanaka3077@basil.ocn.ne.jp

　（株）千代田設備  新潟市中央区下所島2ｰ17ｰ3 025-284-1141 n_shimada@chiyodasetsubi.com

　（有）ティケー管工  新潟市北区内島見232-2 025-388-4501

　（株）司管工  新潟市北区川西4-35 025-386-7579 tsukasa@icss.jp

　（株）テクノナガイ  新潟市北区白新町2-2-15 025-387-3117 kasahara@technonagai.co.jp

　（株）寺尾設備工業  新潟市西区寺尾2-41 025-268-3612 k.teraosetubi-3612-tsk@rainbow.plala.or.jp
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　豊栄ガス水道（株）  新潟市北区白新町3-3-18 025-386-2626 toyogasu-inspire21@plum.ocn.ne.jp

　（有）豊栄土建  新潟市北区笠柳599-4 025-386-7728

　（有）ナカムラ  新潟市秋葉区荻野町102-18 0250-21-0808 nakamura-h@smile.ocn.ne.jp

　（有）新潟システムサ－ビス  新潟市東区逢谷内6-8-1 025-273-7851 qqkt9gg9k@dune.ocn.ne.jp

　（有）新潟設備工業  新潟市秋葉区下興野町149-1 0250-23-3221

　(株)新潟設備センター  新潟市中央区米山4-6-10 025-241-3901 n.s.center@circus.ocn.ne.jp

　新潟日化サ－ビス(株)  新潟市東区木工新町1180-1 025-272-0080 niigata04@n-nikka.com

　(株)新潟パイプ工業  新潟市中央区下所島2-17-1 025-284-1708 c_orikasa@chiyodasetsubi.com

　（株）新潟屋  新潟市北区葛塚3347 025-387-3152 nigataya@icss.jp

　白新工業（株）  新潟市北区白新町1-8-1 025-386-1010 hakushin@helen.ocn.ne.jp

　（株）馬場工務所  新潟市秋葉区新津本町2-1-28 0250-22-0010 baba2002@themis.ocn.ne.jp

　（有）ヒダカ  新潟市東区逢谷内2-3-10 025-256-6313 hidaka-inc@orange.plala.or.jp

　（有）ホ－イ－テック  新潟市東区卸新町2-2066-8 025-384-8712 hoetec@yahoo.co.jp

　（有）ホ－ムチュ－ン  新潟市中央区大島117-13 025-285-4346

　（株）ホ－メック  新潟市北区下大谷内378-49 025-259-8180 info@homec-hm.com

　（有）丸富工業  新潟市北区川西2-9-2 025-386-7776 marutomi7776@yahoo.co.jp

　（株）ミスターパイプレンチ  新潟市中央区下所島2ｰ17ｰ3 025-284-8070 m_yoshida@chiyodasetsubi.com

　（有）みなと設備  新潟市北区松浜みなと34-6 025-259-7509 suwa@minato-setsubi.com

　（有）ムラヤマ住宅設備  新潟市秋葉区福島107-6 0250-25-1455 mura0806@plum.plala.or.jp

　八州設備工業（株）  新潟市東区江南6-2-17 025-286-1341 yashima-s@blue.ocn.ne.jp

　（株）温建  五泉市宮野下6206-5 0250-58-8257

　（株）大隆工業  五泉市三本木2-5-48 0250-41-0710 itagaki@dairyukougyou.co.jp

　ツチダ住設  五泉市村松甲1585-1 0250-58-5649

　（有）鶴巻設備  五泉市村松甲4673-1 0250-58-7700

　松沢設備  五泉市千原523-4 0250-58-6372

　（有） アイメック  村上市山田978-10 0254-60-1100 imec@abeam.ocn.ne.jp 

　旭電工（株）  村上市塩町12-14 0254-53-4261

　（有） 荒川住宅設備  村上市藤沢188-1 0254-62-4653 setubi.yoi@ca.wakwak.com

　五十嵐設備  村上市松原町2-3-21 0254-53-5832

　（有）板垣設備  村上市天神岡字庄作384-1 0254-53-1956 itagakisetsubi@rapid.ocn.ne.jp

　（株）木村組  村上市下助渕1543 0254-66-7189

　（株）協和管工  村上市仲間町字坂下522-3 0254-53-1883 kyowa@marbｌe.ocn.ne.jp

　近藤設備  村上市緑町3-4-7 0254-52-6056

　（株）サクマ  村上市岩船三日市2-50 0254-56-7634 beam@bb.wakwak.com

　（株）瀬波空調設備  村上市瀬波浜町3-12 0254-52-3703 kksenami@pastel.ocn.ne.jp

　（株）大進建設  村上市八日市14-6 0254-56-6259 info@daishin-home.co.jp

　（株）富樫設備  村上市北中835-2 0254-75-2765 sppc7769@beach.ocn.ne.jp

　（株）長谷川電気工業所  村上市坂町字腰廻1760-1 0254-62-3136 eigyo@hei.co.jp

　（有）パイプキッズ  村上市北新保636-14 0254-66-7867 funayama@pipekids.co.jp

　（株）平山電気商会  村上市上片町2ｰ19 0254-52-5215 mieko.okuyama@hirayama-denki.co.jp

　（株）宮作  村上市久片町4-12 0254-53-4650

　（有）山作  村上市山屋1715-2 0254-66-7345 yamasaku@cokky.ne.jp

　（株）横井組  村上市古渡路600 0254-53-7880 mail@yokoigumi.co.jp

　（株）横山電機商会  村上市下助渕1342 0254-66-6108

　（株）吉村電工  村上市南町2-5-25 0254-52-3213 ydc@viola.ocn.ne.jp

　Ｎ．Ｋ設備  岩船郡関川村大字中束656-6 0254-64-0695 kjkqs258@yahoo.co.jp

　（有）須貝電器  岩船郡関川村大字土沢915-1 0254-64-1088

　（株）ダイチ  長岡市要町3-4-27 0258-37-1918

　（株）新潟施設  長岡市喜多町1141-1 0258-27-2553 n-abe@niisetsu.co.jp

　

長　岡　市

（２１５社認定）

五　泉　市

村　上　市

岩　船　郡
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