
東久留米市指定下水道工事店（市外） 令和 4年 7月 1日現在

指 定 番 号 工　事　店　名 店 舗 所 在 地 電　話　番　号

第２２２－００３７号 株式会社伊藤住設 練馬区大泉学園町2-21-30 ０３（３９２１）５２６３

第２２２－００４０号 吉川施設工業株式会社 東大和市芋窪5-1238-4 ０４２（５６４）５５５３

第２２２－００４１号
株式会社貫井産業
東村山支店

東村山市秋津町3-30-4 ０４２（３９４）１２２２　　　　　　　　

第２２２－００４４号
有限会社丸進工営
東村山営業所

東村山市青葉町1-9-1 ０４２３（９４）８１０９

第２２２－００４５号 入江設備株式会社 小平市小川町1-1011 ０４２（３４１）２５２３

第２２２－００４７号 パール工業株式会社 小金井市緑町5-4-19 ０４２（３８８）７３３３

第２２２－００４８号 株式会社原工業所 東大和市清水6-1100 ０４２（５６５）２６２１

第２２２－００４９号
有限会社増根住設
東京支店

練馬区西大泉2-19-28 ０３（３９７８）７０１８

第２２２－００５０号 積和建設東京株式会社 練馬区石神井町2-8-15 ０３（５３７２）６５２１

第２２２－００５３号 株式会社田口設備 武蔵村山市大南2-127-1 ０４２（５６１）１５０１

第２２２－００５７号 株式会社八洲 府中市若松町3-3-1 ０４２（３６７）１２３４

第２２２－００６１号 有限会社和哲設備工業 清瀬市野塩1-356-7 ０４２（４９１）１１０４　

第２２２－００６４号 榎本工業株式会社
西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎
2344-2

０４２（５５７）０２０６

第２２２－００６５号 尾花設備株式会社 東大和市芋窪6-1296-13 ０４２（５６５）３４６６

第２２２－００６６号 横田設備工業株式会社 練馬区南大泉3-7-24 ０３（３９２１）６９９０

第２２２－００６８号 有限会社むつみ設備 東村山市青葉町1-27-31 ０４２（３９３）４５０８

第２２２－００６９号
丸益建設株式会社
保谷営業所

西東京市富士町4-18-15 ０４２（４６９）１１８８

第２２２－００７１号 岡村設備工業株式会社 東村山市萩山町1-4-37 ０４２（３４５）２４９０

第２２２－００７３号 有限会社水野設備工業 西東京市芝久保町4-26-14 ０４２（４６７）５４９０

第２２２－００７４号 有限会社島村配管 小平市鈴木町1-422-13 ０４２（３２１）２８８８

第２２２－００７８号 有限会社武田設備工業 東村山市野口町3-28-17 ０４２（３９４）０２３８

第２２２－００７９号 日昇工業株式会社 小平市天神町4-14-24 ０４２（３２８）３８００

第２２２－００８３号 株式会社岡村設備工業 武蔵村山市中原1-16-17 ０４２（５６０）７３５６

第２２２－００８４号 三谷興産株式会社 小平市仲町196-3 ０４２（３４４）６６６６

第２２２－００８５号 有限会社エコアース 昭島市美堀町5-9-1 ０４２（５４１）１３８６
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東久留米市指定下水道工事店（市外） 令和 4年 7月 1日現在

指 定 番 号 工　事　店　名 店 舗 所 在 地 電　話　番　号

第２２２－００８６号 有限会社アイワ工業 武蔵村山市中藤4-2-1 ０４２（５６５）４０２９

第２２２－００８７号 株式会社田島 立川市柴崎町6-18-10 ０４２（５２７）９１１１

第２２２－００９１号 有限会社菊池工業所 東村山市久米川町3-15-1 ０４２（３９１）５２７７

第２２２－００９２号 株式会社小林設備工業 清瀬市梅園3-3-37 ０４２４（９３）１８７７

第２２２－００９７号 株式会社山田設備工業 西東京市北町2-9-15 ０４２４（２１）１８３６

第２２２－００９９号 株式会社田中住宅設備 清瀬市上清戸1-8-4 ０４２４（９３）０２６８

第２２２－０１０１号 有限会社高橋設備工業 東大和市新堀2-1097-20 ０４２（５６４）８５６８

第２２２－０１０２号 有限会社井口製作所 練馬区南大泉2-1-8 ０３（３９２３）２００３

第２２２－０１０５号 有限会社村山衛生設備 武蔵村山市岸3-3-4 ０４２（５６０）１８４０

第２２２－０１０６号 有限会社三上設備　 西東京市芝久保町3-19-55 ０４２４（６１）３１７７

第２２２－０１０７号 有限会社小原設備工業　 西東京市北町3-3-17 ０４２４（５３）６６６０

第２２２－０１０９号 有限会社ファイン　　 練馬区西大泉4-7-12 ０３（５３８７）２６７１

第２２２－０１１０号 竹内住設産業株式会社 西東京市富士町4-15-4 ０４２４（６１）１５４６

第２２２－０１１２号 有限会社金沢工業所 練馬区下石神井6-44-14 ０３（３９９６）９５０７

第２２２－０１１４号 株式会社日髙設備工業 練馬区高松3-2-11 ０３（３９２６）９４３９

第２２２－０１１７号 株式会社紅葉丘工業所 府中市紅葉丘3-43-1 ０４２（３６８）１９３８

第２２２－０１１８号 株式会社忠光
杉並区西萩南3-16-8
テック西荻3Ｆ

０３（５３４４）９０１３

第２２２－０１２０号 有限会社青木工業所 日野市東豊田3-8-4-202 ０４２（５８９）０３３１

第２２２－０１２４号 田中工業株式会社 青梅市勝沼1-37 ０４２８（２４）１５１１

第２２２－０１２５号 有限会社東洋設備工業 西東京市北原町2-16-24 ０４２４（６１）０１６５

第２２２－０１２６号 有限会社坂口設備 武蔵村山市三ツ藤3-24-2 ０４２（５６０）７６３０

第２２２－０１２７号 羽村設備株式会社 羽村市羽西1-1-2 ０４２（５５４）２３３１

第２２２－０１２８号 有限会社中村設備工業 青梅市新町2-14-1 ０４２８（３２）５２６６

第２２２－０１３１号 有限会社髙松設備工業所 練馬区南大泉1-7-2 ０３（３９７８）４８３０

第２２２－０１３２号 有限会社ニシハラ工業 立川市幸町2-51-3 ０４２（５３８）７３５５
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東久留米市指定下水道工事店（市外） 令和 4年 7月 1日現在

指 定 番 号 工　事　店　名 店 舗 所 在 地 電　話　番　号

第２２２－０１３３号 ニッポー設備株式会社 国立市富士見台4-43-10 ０４２（５７６）６６６６

第２２２－０１３５号 有限会社加茂川工業 三鷹市下連雀4-5-27 ０４２２（７９）７９７５

第２２２－０１３６号 有限会社旭設備工業 小金井市緑町2-1-19 ０４２（３８２）５７２２

第２２２－０１３７号 株式会社協栄土木設備 日野市旭が丘2-28-3 ０４２（５８６）０１０１

第２２２－０１３８号 株式会社積壱 東村山市秋津町1-24-4 ０４２（３９９）３１３９

第２２２－０１４０号 株式会社塙設備工業 府中市西府町5-25-7 ０４２（３６３）８７００

第２２２－０１４２号
株式会社磯野商事
東京支店

練馬区西大泉1-30-7 ０３（３９７８）７７０５

第２２２－０１４３号 株式会社小山工業 小平市小川町2-2024 ０４２（３４２）１２１１

第２２２－０１４８号 有限会社大泉住宅設備 練馬区南大泉4-11-2 ０３（３９２２）４０８３

第２２２－０１４９号 有限会社長野設備工業 東村山市青葉町1-10-71 ０４２（３９３）５０６５

第２２２－０１５０号 福山建設株式会社 練馬区上石神井南町5-20 ０３（３９２０）７２０８

第２２２－０１５９号 株式会社敬旺企画 西東京市富士町3-4-3  ０４２（４５０）０７５２

第２２２－０１６０号
株式会社スイコウ
町田支店

町田市成瀬が丘2-8-4 ０４２（７９６）１１６６

第２２２－０１６２号 丸屋設備工業有限会社 国立市青柳2-2-22 ０４２（５２３）２４６４

第２２２－０１６３号 株式会社大羽工業所
杉並区高円寺南4-40-17
モンコトー1階

０３（３３１２）７２２１

第２２２－０１６４号 大曽根工業株式会社 世田谷区梅丘1-15-11 ０３（３４２０）７２１３

第２２２－０１６７号 有限会社ノリセツ 練馬区大泉学園町6-28-26 ０３（３９２４）３０９９

第２２２－０１６９号 藤水管工業所 杉並区成田西2-11-4 ０３（３３９２）３５３１

第２２２－０１７１号 星住宅リフォーム株式会社 西東京市緑町2-3-1 ０４２（４６５）１１６６

第２２２－０１７５号 有限会社光工業 世田谷区若林1-19-6 ０３（５７７９）３５９０

第２２２－０１７６号 株式会社八設 町田市相原町788-1 ０４２（７７０）２１７２

第２２２－０１７７号
株式会社皆進
東京営業所

練馬区高松6-9-1
エム・イー第5　2階

０３（６９１３）１９９１

第２２２－０１７８号 久保設備 昭島市美堀町2-18-6 ０４２（５４５）３５２５

第２２２－０１７９号 株式会社協同設備工業 立川市錦町3-6-16 ０４２（５４０）２９５０

第２２２－０１８１号 有限会社トラスト・フォーム 東村山市久米川町4-33-11 ０４２（３９６）４４５６
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東久留米市指定下水道工事店（市外） 令和 4年 7月 1日現在

指 定 番 号 工　事　店　名 店 舗 所 在 地 電　話　番　号

第２２２－０１８５号 株式会社柴田工業 立川市幸町2-52-7 ０４２（５３４）７７９２

第２２２－０１８６号 株式会社文字山 三鷹市井口1-24-9 ０４２２（３２）７３３８

第２２２－０１８７号 有限会社良美配管工房 八王子市中山394 ０４２（６７７）４６３８

第２２２－０１９０号 有限会社能登設備工業 練馬区平和台3-9-10 ０３（３９３３）９２５２

第２２２－０１９２号 有限会社島野設備工業 小平市学園西町1-11-19 ０４２（３４１）３２０４

第２２２－０１９３号 株式会社金子水道設備 練馬区石神井台6-3-22 ０３（３９２４）３５０６

第２２２－０１９７号 TM工事株式会社 立川市一番町2-6-38 ０４２（５３１）４２５６

第２２２－０１９９号 有限会社コダイ設備
東村山市多摩湖町4-18-7
レークヒルズアサミ201号室

０４２（３９８）５８１０

第２２２－０２００号 株式会社日盛設備工業所 東大和市南街5-88-21 ０４２（５６５）６６４１

第２２２－０２０２号 浜屋エンジニアリング有限会社 立川市一番町5-5-35 ０４２（５６９）３７２２

第２２２－０２０３号 有限会社野口水道 あきる野市瀬戸岡299-6 ０４２（５５０）４２６６

第２２２－０２０４号 有限会社二宮工業所 小金井市東町1-42-18 ０４２（３８３）１８３８

第２２２－０２０５号 株式会社小泉 杉並区荻窪4-32-5 ０３（３３９３）３６１１

第２２２－０２０６号 坂東工業株式会社 練馬区高野台2-7-21 ０３（５９２３）０１０７

第２２２－０２０７号 有限会社白崎設備工業 武蔵村山市残堀2-16-15 ０４２（５６９）７５３０

第２２２－０２０９号 株式会社鈴木設備 立川市柴崎町6-18-9 ０４２（５２２）８８０６

第２２２－０２１２号 有限会社豊沢工営 町田市下小山田町1712番地 ０４２（７９７）２１６９

第２２２－０２１３号 井上設備工業株式会社 小平市学園東町1-7-1 ０４２（３４３）０５１０

第２２２－０２１５号 株式会社アットホーム 国分寺市北町2-25-39 ０４２（３０４）０９４３


第２２２－０２１６号 株式会社大塚設備工業 八王子市中野上町5-22-13 ０４２（６２１）０８６６

第２２２－０２１７号 有限会社大邦設備工業 八王子市松木13-19 ０４２（６７８）１６５１

第２２２－０２２０号 株式会社白石工業 府中市浅間町3-11-18 ０４２（３６５）４１１０

第２２２－０２２１号 株式会社岩沢設備工業 青梅市新町2-22-3 ０４２（８３１）４５５０

第２２２－０２２３号 株式会社リバティ 小平市花小金井7-1-7 ０４２（３４７）１３１３

第２２２－０２２６号 倭土木工業株式会社 小金井市東町5-24-12 ０４２（３８５）２３６４
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東久留米市指定下水道工事店（市外） 令和 4年 7月 1日現在

指 定 番 号 工　事　店　名 店 舗 所 在 地 電　話　番　号

第２２２－０２２８号 有限会社矢部設備 東村山市美住町2-17-66 ０４２（３９５）３０９０

第２２２－０２２９号 長谷川設備工業株式会社 世田谷区池尻3-25-17 ０３（３４１３）４３３１

第２２２－０２３１号 末松建設工業株式会社 東村山市青葉町2-5-42 ０４２（３９２）１１４２

第２２２－０２３２号 株式会社三翔設備工業 日野市万願寺1-24-3 ０４２（５８７）８９６７

第２２２－０２３５号 株式会社オアシスライフ 武蔵村山市本町3-76 ０４２（５２０）８５４５

第２２２－０２３６号 有限会社アイケー設備 足立区興野2-27-6 ０３（３８５４）４４４８

第２２２－０２３７号 株式会社あかね 稲城市矢野口664-2 ０４２（３７９）６７６０

第２２２－０２３８号 株式会社開成
立川市錦町6-24-14
日野橋立川ビル2階

０４２（５２２）３２５１

第２２２－０２３９号 城島設備工業株式会社
西多摩郡瑞穂町大字石畑232-4
豊栄マンション202

０４２（５５６）３１９７

第２２２－０２４０号 株式会社森武工務店 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷804-12 ０４２（５５６）２６０３

第２２２－０２４１号
株式会社アイダ設計
足立モデル店

足立区花畑4-2-15 ０５０（３１７３）２４３６

第２２２－０２４２号 株式会社創秀 東大和市立野4-503-4-703 ０４２（５６２）５８６８

第２２２－０２４３号 ウイズアプリ株式会社 清瀬市松山1-13-3-106 ０３（５３３５）９８６２

第２２２－０２４４号 株式会社インフレッチェ 小平市上水本町6-12-7 ０４２（３２０）１３３３

第２２２－０２４６号 島﨑設備工業 青梅市和田町2-148-19 ０４２（８７６）２７６９

第２２２－０２４７号 有限会社瀬川工業所 西東京市ひばりが丘1-3-11 ０４２（４２１）０５７９

第２２２－０２４８号 伊吹住設株式会社 羽村市富士見平2-18-12 ０４２（５５５）４４１３

第２２２－０２４９号 株式会社ミタックス 国分寺市東戸倉1-15-16 ０４２（３００）０８８１

第２２２－０２５０号
八千代水道株式会社
東京支店

町田市旭町2-13-8
白樺マンション105

０４２（７２７）９９６０

第２２２－０２５１号 有限会社スズカン工業 江東区亀戸7-52-5 ０３（３６８４）０２８１

第２２２－０２５８号 細谷設備工業株式会社 府中市新町1-63-14 ０４２（３６３）４４７１

第２２２－０２６０号 有限会社川瀬土木 小平市学園西町2-18-12 ０４２（３４４）３３００

第２２２－０２６２号 有限会社浅見商店 清瀬市元町2-13-12 ０４２（４９１）５３４４

第２２２－０２６４号 田中設備設計
東村山市恩多町5-36-19
プルミエール久米川306

０４２（３９７）３７４７

第２２２－０２６５号 有限会社猿渡設備工業所 世田谷区喜多見1-21-13 ０３（３７００）２３４２

5



東久留米市指定下水道工事店（市外） 令和 4年 7月 1日現在

指 定 番 号 工　事　店　名 店 舗 所 在 地 電　話　番　号

第２２２－０２６６号 長利設備 あきる野市伊奈916-5 ０４２（５９６）５５４２

第２２２－０２６７号 株式会社Y's クリエイト 清瀬市中清戸3-413-8 ０４２（４９４）１７１１

第２２２－０２６８号 株式会社振東工業 練馬区富士見台3-23-3 ０３（３９９０）７１２７

第２２２－０２７０号 有限会社山崎設備工業所 小平市学園東町496 ０９０（１５３０）７００６

第２２２－０２７３号 有限会社望月設備工業 あきる野市山田968－1 ０４２（５３３）０１７１

第２２２－０２７５号 有限会社安留工業 世田谷区上祖師谷3-18-11 ０３（３３０９）５９８０

第２２２－０２７７号 大東工業所 西東京市泉町3-3-9 ０４２（４２１）２４２６

第２２２－０２７８号 有限会社南設備工業所 武蔵野市吉祥寺東町3-16-5 ０４２２（２２）０７２６

第２２２－０２８０号 株式会社石井設備 練馬区高野台2-9-8 ０３（３９０４）３１０１

第２２２－０２８１号 株式会社宮坂総合設備 八王子市西寺方町712-3 ０４２（６５２）３８４５

第２２２－０２８２号 有限会社大野設備 東大和市高木2-170-3 ０４２（５６１）２４３８

第２２２－０２８３号 有限会社アクアステ－ジ
大田区山王1-42-3
ト-ホ-ビル302

０３（３７７５）５５９０

第２２２－０２８４号 株式会社シンエイ設備 練馬区関町南3-8-6　 ０３（５９０３）８１２０

第２２２－０２８６号 ipex株式会社 練馬区土支田4-9-1 ０３（６９０４）４３０１

第２２２－０２８７号 有限会社村田工業所 三鷹市牟礼3-6-3 ０４２２（４６）１３１０

第２２２－０２８８号 有限会社中央住設 国立市谷保5873-1 ０４２（５７２）１５０９

第２２２－０２８９号 株式会社櫻設備 多摩市鶴牧1-4-17 ０４２（３７４）２２０７

第２２２－０２９０号 池田配管建設工業株式会社 狛江市東和泉1-9-14 ０３（３４８９）０７３３

第２２２－０２９１号 株式会社エフォ－ト 八王子市大楽寺町513-7 ０４２（６２０）０５１０

第２２２－０２９２号 株式会社武蔵設備 青梅市東青梅3-26-4 ０４２８（２３）３８９８

第２２２－０２９３号 有限会社虹川設備工業 東村山市富士見町3-9-46 ０４２（３９４）３０３８

第２２２－０２９５号
株式会社アップライズ
東京営業所

立川市一番町6-24-42 ０４２（５６９）２８７５

第２２２－０２９８号 株式会社浅井設備 昭島市田中町2-1-43 ０４２（５４１）１９８７

第２２２－０２９９号 株式会社貝沢工業所 豊島区駒込1-5-10 ０３（３９４３）８１１８

第２２２－０３０２号 山﨑住宅設備有限会社 日野市平山1-5-10 ０４２（５０６）７７４０
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東久留米市指定下水道工事店（市外） 令和 4年 7月 1日現在

指 定 番 号 工　事　店　名 店 舗 所 在 地 電　話　番　号

第２２２－０３０３号 有限会社新生設備 青梅市木野下2-363 ０４２８（３１）７６２８

第２２２－０３０４号 有限会社小俣工業所 調布市富士見町4-20-24 ０４２（４８２）３８４１

第２２２－０３０５号 青木土木工業株式会社 東村山市多摩湖町4-31-23 ０８０（４４３１）５１５５

第２２２－０３０６号 有限会社佐々木工業 小金井市貫井南町5-21-22 ０４２（３８６）５１８７

第２２２－０３０７号 株式会社里水設備 あきる野市秋留3-3-15 ０４２（５３２）０４２５

第２２２－０３０８号 株式会社WATER WORKS WAT 西東京市ひばりが丘北4-6-20 ０４２（４２４）０２３４

第２２２－０３１０号 有限会社テクノトライ 荒川区東尾久1-28-15 ０３（３８００）３３４３

第２２２－０３１１号 株式会社Y's works 清瀬市中清戸5-24-35 ０４２(４７９)４９４１

第２２２－０３１２号 日管設備工業株式会社 立川市羽衣町3-7-8 ０４２(５２３)０１６１

第２２２－０３１３号 株式会社ケー・エス・アイ 練馬区高松3-13-4 ０３（５８４８）２１５２

第２２２－０３１４号 株式会社ブル－ライン 品川区西五反田1-21-10 ０３（６４１７）９２７３

第２２２－０３１５号 株式会社福徳工業 府中市新町1-63-15-202 ０４２（３０６）９５７６

第２２２－０３１６号 有限会社渡辺工業所 八王子市千人町3-9-7 ０４２（６６５）１８６７

第２２２－０３１７号 有限会社村瀬設備 練馬区大泉学園町4-10-9 ０３ (６７６７) ５５４４

第２２２－０３１９号 大黒設備工業株式会社 武蔵村山市三ツ木1-36-1 ０４２ (５６０) ８６７９

第２２２－０３２０号 有限会社佐藤住設商会 武蔵村山市三ツ藤1-3-9 ０４２（５６９) ８４６２

第２２２－０３２３号
株式会社太陽商工
東京営業所

北区赤羽北2-13-13
7ｽﾄｰﾘｰ･ｱｶﾊﾞﾈ403号室

０３ (５９２１)１４２１

第２２２－０３２４号 株式会社桜井設備 八王子市子安町2-5-17 ０４２（６４４）６６３９

第２２２－０３２５号 UP株式会社
台東区今戸2-30-10
ＵＰビル

０３ (６８０２)４３１８

第２２２－０３２７号 株式会社ネクサス 西東京市芝久保町3-6-6-1F ０４２（４５２）３２１６

第２２２－０３２８号 ヒカル・エンジニアリング株式会社 東村山市栄町2-30-2 ０４２（３９１）２４７７

第２２２－０３２９号 有限会社高橋設備工業所 八王子市長房町130-5 ０４２（６６１）４１０５

第２２２－０３３０号 株式会社熊田設備 武蔵村山市榎2-64-17 ０４２（５６６）５２３２

第２２２－０３３１号 有限会社船木工事店 武蔵野市境南町4-18-3 ０４２２（３１）１２０６

第２２２－０３３２号 株式会社河手設備
東村山市諏訪町1-13-8
サニーコーポ101号室

０４２（３９２）８６６６

7



東久留米市指定下水道工事店（市外） 令和 4年 7月 1日現在

指 定 番 号 工　事　店　名 店 舗 所 在 地 電　話　番　号

第２２２－０３３４号 株式会社石川設備
文京区本郷5-5-18
太陽本郷ビル101号室

０３（６８０１）５３１２

第２２２－０３３５号 誠興産株式会社 東村山市久米川町1-58-2 ０４２（３１５）８８１１

第２２２－０３３６号 株式会社K-プランニング 福生市南田園1-14-5 ０４２（５１３）０１２０

第２２２－０３３７号 株式会社栄工設備商会 国立市谷保5786-2 ０４２（５１１）３７２２

第２２２－０３３８号 株式会社比留間設備工業所 武蔵村山市三ツ木1-55-1 ０４２（５６０）６６６０

第２２２－０３３９号 島﨑設計 西東京市中町2-2-3 ０９０（５８０１）４２３３

第２２２－０３４０号 株式会社クラシアン 国立市富士見台4-41-1-1F ０４２（５７３）６５１１

第２２２－０３４１号 株式会社幕田興業 清瀬市下清戸3-397-1-302 ０４２（４９７）１２２５

第２２２－０３４２号 有限会社丸和佐藤工業 武蔵村山市大南3-82-2 ０４２（５６３）２５８２

第２２２－０３４３号 有限会社山丸設備工業 世田谷区宮坂3-44-6 ０３（３４２８）３３３０

第２２２－０３４４号 株式会社リグランド 東村山市多摩湖町4-31-23 ０４２（３０６）２１７６

第２２２－０３４５号 株式会社大石工業 世田谷区桜上水2-6-4 ０３（３３０４）８２３１

第２２２－０３４６号 株式会社石川工業所 昭島市松原町5-24-17 ０４２（５４１）１１２９

第２２２－０３４７号 株式会社飯和建設 昭島市緑町4-15-20 ０４２（５４１）９２２５

第２２２－０３４８号 株式会社Arise
西東京市ひばりが丘北4-3-6
サンコア濱中3C号室

０４２（４３９）９４２２

第２２２－０３４９号
株式会社糟谷設備工業所
東村山支店

東村山市久米川町5-20-25 ０４２（３９３）２９６８

第２２２－０３５０号 株式会社小塩設備工業 日野市新町4-25-26 ０４２（８４３）３９９７

第２２２－０３５１号 有限会社K.プランニング
府中市是政1-43-26
いちごハイツ106号

０４２（３４０）４３６１

第２２２－０３５２号 株式会社富士見工業 板橋区大和町16-6 ０３（３９６２）８６８８

第２２２－０３５３号 三友設備工業株式会社 国分寺市西町2-5-3 ０４２（５０５）５８１０

第２２２－０３５４号 株式会社織笠 立川市羽衣町2-22-10 ０４２（５２７）３６２６

第２２２－０３５５号 株式会社ケーズリビング 練馬区東大泉6-49-12 ０３（５９３６）９１３１

第２２２－０３５７号 株式会社アスファシリティ 練馬区大泉町4-45-2 ０３（５９３５）９６６９

第２２２－０３５８号 I・T住設株式会社東京営業所 武蔵村山市大南1-52-16 ０４２（５６１）２１４５

第２２２－０３５９号
株式会社協和日成
第二設備営業所

世田谷区鎌田2-10-1 ０３（５７１７）６３１３

8



東久留米市指定下水道工事店（市外） 令和 4年 7月 1日現在

指 定 番 号 工　事　店　名 店 舗 所 在 地 電　話　番　号

第２２２－０３６０号 株式会社水木設備 羽村市神明台1-7-13 ０４２（５５５）４７５５

第２２２－０３６１号 株式会社平井設備 練馬区谷原2-13-8 ０３（３９９５）０２３１

第２２２－０３６２号 JAM pack株式会社
東村山市久米川町2-31-6
メゾンホ－クロ－ド103

０４２（３０６）００１２

第２２２－０３６３号 清巧工業株式会社 府中市西府町1-38-30 ０４２（３０２）７３６６

第２２２－０３６４号 株式会社AIR 西東京市栄町2-10-2-309 ０４２（４３９）９６４１

第２２２－０３６５号 株式会社光賢機構 町田市相原町2825-2 ０４２（７８２）１１５２

第２２２－０３６６号 有限会社山田住設 多摩市乞田963 ０４２（３１０）０７７８

第２２２－０３６７号 高橋道路株式会社 西東京市ひばりが丘2-10-14 ０４２（４２４）３１１１

第２２２－０３６８号 有限会社岡田設備工業
東大和市狭山4-1397-1
ルードヴィッヒ1397　202号

０４２（５１６）９１８１

第２２２－０３６９号 杉本設備株式会社 西東京市緑町2-18-6 ０４２（４６９）４３９５

第２２２－０３７０号
株式会社ドルクス
東京支店

東村山市久米川町5-20-30 ０４（２００１）１８０７

第２２２－０３７１号 エスケイ設備株式会社 東村山市秋津町5-33-22 ０４２（３０６）０５７５

第２２２－０３７２号 有限会社坂本住設 練馬区大泉町1-56-3 ０３（６７６０）５５２２

第２２２－０３７３号 株式会社三石設備
世田谷区池尻3-30-5
ニュ－池尻マンション101

０３（６８０４）０７４１

第２２２－０３７４号 エ－アイ設備サ－ビス 清瀬市下宿2-509-7 ０４２（４９５）０３９４

第２２２－０３７５号 有限会社杉山商事 府中市新町1-45-10 ０４２（３６５）２８６１

第２２２－０３７６号 有限会社PWS
八王子市並木町16-12
青ビル101

０４２（６６８）００８５

第２２２－０３７７号 株式会社ソリド・ワン 西東京市東伏見3-8-13 ０４２（４５２）１５８８

第２２２－０３７８号 有限会社村田設備設計 小金井市梶野町5-5-20 ０４２（３８３）１９８４

第２２２－０３７９号 有限会社JWSマルタカ 練馬区春日町1-2-25 ０７０（１２７２）６１３３

第２２２－０３８０号 東屋水道設備株式会社 小平市学園町3-3-12 ０４２（３４１）０８４１

第２２２－０３８１号 有限会社森農機電気商会 稲城市東長沼1917 ０４２（３７７）５０６６

第２２２－０３８２号 グローワークス株式会社 東大和市芋窪4-1423-3 ０４２（５６９）８３４９

第２２２－０３８３号 有限会社ウォーターライン 杉並区天沼1-24-8 ０３（３３９２）８０６１
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