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201 秋元設備工業（株） 秋元　文男 鹿嶋市宮中5186 82-6674 令和２年
202 中山設備工業（株） 中山　節子 鹿嶋市平井1350-161 83-1723 令和２年
203 辻田設備工業（株） 辻田　祏二 鹿嶋市国末576-1 82-7421 令和２年
204 三杭配管工業（株） 三杭　尚美 鹿嶋市木滝454 82-4464 令和２年
205 栄設備工業（株） 水落　信吾 鹿嶋市平井1182-11 83-1604 令和２年
206 （株）白川商店 白川　邦子 鹿嶋市谷原1380-2 82-2744 令和２年
207 （株）トムラ 戸村　利雄 鹿嶋市和2001-3 69-0265 令和２年
208 ミナト工業 坂戸　篤美 鹿嶋市港ヶ丘1-5-2 82-8698 令和２年
209 （株）小堤工業 小堤　健一郎 鹿嶋市角折1488-1 69-0116 令和２年
210 （有）ナカヤ設備工業 大槻　一雄 鹿嶋市武井904 69-1118 令和２年
211 鹿嶋エアテック（株） 小岩井　康広 鹿嶋市宮中5161-9 82-0961 令和２年
212 （株）ダイセツ 安斉　勝 鹿嶋市長栖1879-372 82-0950 令和２年
213 （有）須賀田設備工業 須賀田　一郎 鹿嶋市武井13 69-2922 令和２年
214 （有）木滝設備工業 木滝　　信 鹿嶋市木滝147 82-9871 令和２年
215 （有）生井澤設備工業 生井澤　健一 鹿嶋市角折235 69-0308 令和２年
216 （有）髙進設備工業 髙安　　進 鹿嶋市根三田800-1 83-7231 令和２年
217 （有）出頭ポンプ店 出頭　克己 鹿嶋市林808 69-1388 令和２年
218 栗山設備工業 栗山　寛之 鹿嶋市中1149 69-5757 令和２年
219 （株）和城産業 犬塚　行治 鹿嶋市粟生2303 82-5931 令和２年
220 村上工業（株） 村上　一夫 神栖市平泉265-31 92-2474 令和２年
221 （有）神栖管工設備 石津　広行 神栖市鰐川300-152 93-2222 令和２年
222 和泉住設 今泉　純一 鹿嶋市和1615-20 69-1985 令和２年
223 （株）カシマ商事 岩瀬　　隆 神栖市溝口1705-3 96-7854 令和２年
224 林工業（株） 林　　孝之 神栖市波崎6495 0479-44-4737 令和２年
225 備水工業（株） 額賀　　隆 鉾田市鳥栖2111-23 0291-34-3553 令和２年
226 （株）スガヤ 菅谷　伸一 鉾田市汲上2603-3 0291-39-3063 令和２年
227 内山設備工業（株） 内山　英雄 潮来市辻211 63-0189 令和２年
228 岩瀬設備工業（株） 岩瀬　　等 神栖市日川213-4 96-0152 令和２年
229 窪谷設備 窪谷　誠行 潮来市島須635 64-2639 令和２年
230 （株）安藤プロパン 安藤　真一 神栖市矢田部3036 0479-48-0013 令和２年
14 （有）アラハリ設備 荒張　吉秋 潮来市牛堀533-2 64-5190 令和５年
43 （株）オオクラ建設 茂田　　隆 神栖市須田2340-43 84-6446 令和３年
45 （有）伊藤ポンプ 伊藤　武衛 千葉県旭市野中4200 0479-62-0593 令和３年
46 共立メンテナンス（株） 金　　隆史 鹿嶋市宮中864-2 84-0405 令和５年
49 （有）鹿志村設備工業 鹿志村　純睦 水戸市川又町213-5 029-269-2973 令和３年
50 （株）舟原工務店 舟原　尚次 鹿嶋市宮中85-3 82-3203 令和３年
51 三晃住設 内野　吉人 鹿嶋市明石320-13 82-1350 令和３年
52 （有）アサヒ設備工業 野原　和則 鉾田市鹿田898-66 0291-37-4328 令和３年
53 （有）鈴木建設 鈴木　一也 行方市四鹿198 73-2341 令和３年
54 （有）松井設備 松井　晴夫 千葉県香取市小見川4884-22 0478-83-1169 令和３年
55 大洋設備工業（株）鹿嶋営業所茂木　一男 鹿嶋市荒井548-1 69-4439 令和３年
56 （株）キンダイ 本多　信幸 石岡市国府6丁目1-6 0299-36-0011 令和３年
57 （有）北浦設備 柏原　時雄 行方市南高岡752 0291-35-0044 令和３年
58 （有）三豊 本郷　辰豊 神栖市鰐川25-345 92-6607 令和３年
59 鈴木設備（株） 鈴木　卓也 神栖市波崎1589-25 0479-44-2471 令和３年
60 （有）藤井設備 藤井　良雄 潮来市日の出3-6-17 66-0910 令和３年
61 （合）大森設備 大森　勝之 常陸太田市内堀町2384-2 0294-72-2131 令和４年
62 江沼設備工業 江沼　孝明 鉾田市上冨田693-18 0291-34-3838 令和４年
63 浪逆工業（株） 内堀　明 潮来市日の出8-26-1 66-1101 令和４年
64 青木設備工業 青木　　和 鹿嶋市角折1320-2 69-2934 令和４年
65 （株）関建設 関　　保夫 行方市富田1445 72-1172 令和４年
66 トモエ設備工業 給前　八己 鹿嶋市宮津台139-16 83-8528 令和４年
67 （株）ワタナベ 渡辺　　啓 神栖市矢田部9479 0479-48-1067 令和４年
68 （株）堀内住設 堀内　保 千葉県香取郡東庄町笹川い5567-2 0478-86-0075 令和４年
69 （株）村屋設備 高安　修一 鹿嶋市宮中4-8-10 82-6079 令和４年
70 （株）鹿島企業 安藤　祐章 神栖市矢田部11528-1 0479-48-1115 令和４年
71 （株）ミドリヤ鹿嶋支店 田中　菊次 鹿嶋市宮中7丁目5-12 83-8311 令和４年
73 (有)新河工業 新河　善文 千葉県富里市中沢716-1 0476-93-9585 令和４年
74 久保設備 久保　将士 鹿嶋市荒井398-64 69-3754 令和４年
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75 (有)ハシモト 亀山　　彰 鉾田市箕輪1708 0291-37-1859 令和４年
76 奈良部設備 奈良部　浩 水戸市千波町2860 029-244-7089 令和４年
77 佐野総建（株） 佐野　　俊 神栖市矢田部7803 0479-48-1321 令和４年
78 （株）イシダ 石田　尚通 龍ヶ崎市城ノ内3-7-8 0297-64-7839 令和４年
79 （株）カワイ 川井　　栄 笠間市矢野下399 0296-77-4555 令和４年
80 東開発工業（株） 荒野　博史 稲敷市三島1035-4 78-2318 令和５年
81 （株）クラシアン 鈴木　一也 横浜市港北区新横浜1-2-1 0120-500-500 令和５年
82 （有）フジホームガス 藤代　隆敏 神栖市波崎2695 0479-44-5178 令和５年
83 （有）サークル設備 紫野　　茂 龍ヶ崎市松葉1-11-3 0297-62-3870 令和５年
84 （有）石﨑設備 石﨑　公彦 行方市行戸840-1 0291-35-3334 令和５年
85 内藤設備 内藤　　泰 鹿嶋市大字猿田305 82-3058 令和５年
86 大西設備 大西　博之 神栖市土合本町1-8762-124 0479-48-4895 令和５年
87 (株)テックワン 林田　正史 土浦市小山田2-87 029-842-0936 令和５年
89 (株)村上工務店 村上　輝秀 鹿嶋市小山1114-12 83-1681 令和５年
90 (株)山田住設 山田　邦道 笠間市日草場161 0296-71-0307 令和５年
91 和泉設備 和泉　浩二 鹿嶋市武井810 69-3143 令和５年
92 小島建業 小島　良茂 行方市矢幡520 0299-73-0215 令和５年
93 ユカワ設備 湯川　義則 神栖市知手中央8-13-28 96-0925 令和５年
94 (株)あづまや 神崎　弘一 千葉県旭市新町320 0479-62-0169 令和５年
95 明石設備工業 西渓　澄 鹿嶋市明石534-1 82-5339 令和５年
96 酒井鉄工所 酒井　昇一 潮来市潮来791-1 62-2580 令和５年
97 熱田設備 熱田　清 神栖市大野原3-3-27 92-3468 令和５年
98 (有)新和工業 倉河　義和 かすみがうら市下稲吉3972 029-832-0560 令和６年
99 (有)ユート・アメニティ 鵜之澤　安子 千葉県山武郡横芝光町宮川11372-2 0479-84-3270 令和６年
100 (株)那波屋工業 菊池　敏雄 ひたちなか市湊本町28-17 029-262-2839 令和６年
101 ミサキ工業(株) 須田　眞司 神栖市大野原2-16-12 93-1007 令和６年
102 (株)アイダ設計 會田　貞光 さいたま市大宮区桜木町2-286 048-726-8613 令和６年
103 (株)岩瀬双葉 仙波　はる 桜川市中泉332-1 0296-76-1561 令和６年
105 セイサダヤ工業(株) 中野　由丈 神栖市波崎7929 0479-21-3050 令和６年
106 大和田冷熱工業 大和田　衛 鉾田市鉾田2169 0291-32-3258 令和６年
107 (株)藤和 藤咲　宜範 那珂市菅谷3094 029-295-5674 令和６年
108 高橋商事(株) 髙橋　正光 水戸市大串町952-4 029-269-3066 令和６年
109 (株)ライジング 小岩井　勇次 鹿嶋市平井1005-25 77-9854 令和６年
110 (株)イースマイル 島村　禮孝 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3 06-7739-2525 令和６年
111 (株)東野 鶴賀　貴士 東茨城郡茨城町大字長岡3523-37 029-297-4823 令和６年
112 (株)アクアライン 大垣内　剛 広島県広島市中区上八丁堀8-8第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6Ｆ 082-502-6644 令和６年
113 (株)村上建設 村上　隆樹 北海道函館市大川町6-6 0138-42-6846 令和６年
114 (有)高橋設備工業 松戸　一裕 千葉県匝瑳市八日市場ハ791-26 0479-72-3256 令和６年
115 小野村工業(株) 小野村　崇 行方市井上1942-2 0299-56-0080 令和６年
116 (株)ＳＡＮ-Ａ 鷲野　広 千葉県八千代市高津1066-15 047-419-9100 令和６年
117 (株)宮本総合設備 宮本　富夫 稲敷市佐倉2283 029-892-1490 令和６年
118 山キ石材(株) 秋山　博康 潮来市新宮4131 66-4564 令和６年
119 (株)アクアサービス 石津　光一 土浦市荒川沖61-7 029-842-7321 令和６年
120 藤設工業(株) 藤田　茂徳 ひたちなか市小砂町1-2-1 029-275-0193 令和６年
121 （有）タキタ設備 田北　　孝 牛久市小坂町1926-29 0298-75-1631 令和３年
122 （株）高島設備 高島　康法 鉾田市上幡木1474-4 0291-39-2449 令和４年
123 大島設備工業 袴塚　登美夫 鹿嶋市角折2164 69-1831 令和４年
124 日向寺さく泉工業 日向寺　キサ子鉾田市飯島772-1 0291-39-4131 令和４年
125 堀越商店 堀越　邦夫 鹿嶋市中2357 69-0364 令和４年
126 (株)Ｏnuma 小沼　章 鉾田市台濁沢308-3 0291-39-3559 令和６年
127 山喜設備工業 勝田　光則 常陸太田市東二町2254-3 050-1209-8892 令和７年
128 (株)淑洋 穂坂　洋 ひたちなか市田中後26-7 029-262-5271 令和７年
129 Aim工業 大槻　治 鉾田市大竹1710-9 0291-32-5500 令和７年


