
◇　貯水槽水道方式から直結給水方式への切り替えをお考えのお客さま

◇　その他、水道・管工事に関するご相談

東京都水道局指定　給水装置工事施工業者で組織する当組合までご連絡ください。

三多摩管工事協同組合　事務局

TEL：  ０４２－５２５－４４３０

E-mail：  info@sankan.org

URL：  https://www.sankan.org

指定事業者番号  電話番号   ・   FAX 番 号

登 録 番 号   Ｅ－mail

 【八王子市】

3673  ℡042-654-5007   fax 042-654-6720

八王子-０１ shingo_k@w4.dion.ne.jp

3018  ℡042-644-6639   fax 042-646-7639

八王子-０４ sakuraisetsubi@ybb.ne.jp

2976  ℡042-642-4808   fax 042-642-6829

八王子-０５ ichikawakogyosho@herb.ocn.ne.jp

3037  ℡042-676-8205   fax 042-676-3659

八王子-０３ murano@muranokougyou.com

3964  ℡042-661-3815   fax 042-665-4482

八王子-０６ mitsui_fj@yahoo.co.jp
富士森住設設計事務所 三井　勝英 組合員〒193-0942　八王子市椚田町557-10

㈱市川工業所 市川　　裕 組合員

㈲村野工業所 村野　満宏 組合員〒192-0355　八王子市堀之内3-3-31

〒192-0065　八王子市新町8-4

三多摩管工事協同組合直結切替え工事施工事業者一覧

　直結切替え工事施工事業者登録店 全30社

　　　　　　【お問い合わせ先】

木村設備㈱ 木村　真悟 組合員

㈱桜井設備 桜井　市郎 組合員

〒193-0801  八王子市川口町1735-2

〒192-0904  八王子市子安町2-5-17

登 録 事 業 者 代 表 者 　郵便番号    　所在地 備考

1 / 4



指定事業者番号  電話番号   ・   FAX 番 号

登 録 番 号   Ｅ－mail

　直結切替え工事施工事業者登録店 全30社

登 録 事 業 者 代 表 者 　郵便番号    　所在地 備考

 【立川市】

3610  ℡042-531-2221   fax 042-531-2420

立　川-０１ mu@kyoei-shoko.com

3593  ℡042-525-1633   fax 042-522-3706

立　川-０２ yo-takahashi@takahashisetsubi.co.jp

4642 〒190-0011  立川市高松町3-15-15  ℡042-525-6089   fax 042-525-6090

立　川-０３  モアグランデ立川102 harashimakanko@camel.plala.or.jp

9369  ℡042-534-6131   fax 042-534-6131

立　川-０4 kaneko-eng@ae.auone-net.jp

 【府中市】

2966  ℡042-363-0321   fax 042-363-0323

府　中-０２ tonk@tonk.co.jp

3377  ℡042-367-1234   fax 042-367-1357

府　中-０３ sigeru.kato@fuchu-yashima.co.jp

10032  ℡042-360-4847   fax 042-360-4847

府　中-０５ taniguchi0118@yahoo.co.jp

 【国分寺市】

7704  ℡042-304-0943   fax 042-304-0963

国分寺-０２ info@att-home.jp

3199  ℡042-577-5351   fax 042-577-5354

国分寺-０３ wtnbco@gmail.com

㈱アットホーム 奈須　智彦 組合員

渡辺工業㈲ 渡辺　才司 組合員〒185-0003  国分寺市戸倉3-18-56

〒185-0001  国分寺市北町2-25-39

㈱八洲 加藤　　茂 組合員

㈱谷口設備 谷口　隆司 員 外

〒183-0005  府中市若松町3-3-1

〒183-0005  府中市若松町2-8-10 1階

㈱金子設備工業 金子　幸雄 組合員

トウネンキ㈱ 森本　光輝 組合員

〒190-0003  立川市栄町4-45-39

〒183-0053  府中市天神町3-11

高橋設備工業㈱ 高橋　洋介 組合員

㈲原島管工 原島　　登 組合員

〒190-0011  立川市高松町3-21-4

㈱協榮商工 内田　敏文 組合員〒190-0033  立川市一番町1-35-7
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指定事業者番号  電話番号   ・   FAX 番 号

登 録 番 号   Ｅ－mail

　直結切替え工事施工事業者登録店 全30社

登 録 事 業 者 代 表 者 　郵便番号    　所在地 備考

 【日野市】

4276  ℡042-587-8967   fax 042-587-8968

日　野-０３ sanshow@jcom.zaq.ne.jp

 【小平市】

4291  ℡042-347-1300   fax 042-347-7716

小　平-０２ kt-yamaoka-ryokichi@tg-lifeval.com

 【青梅市】

3162  ℡0428-23-0215   fax 0428-24-0216

青　梅-０１ seiwa@mx1.ttcn.ne.jp

3167  ℡0428-22-4817   fax 0428-22-3105

青　梅-０２ takanos2@movie.ocn.ne.jp

 【稲城市】

2599  ℡042-377-6334   fax 042-377-5160

稲　城-０１ taruya@soleil.ocn.ne.jp

 【多摩市】

4598  ℡042-338-7200   fax 042-338-7120

多　摩-０１ info@iwaokikaku.com

 【東久留米市】

2922  ℡042-471-4467   fax 042-476-0310

東久留米-０２ info@noma-k.co.jp
㈲野間工業所 野間　強志 組合員〒203-0053  東久留米市本町4-7-48

㈲タルヤ設備工業所 松本　正美 組合員

㈲イワオ企画 小野　一朗 組合員〒206-0031  多摩市豊ｹ丘4-6

〒206-0802  稲城市東長沼1591

㈱青和施設工業所 大山　恵介 組合員

㈱高野設備 高野　圭司 組合員〒198-0042  青梅市東青梅3-9-12

〒198-0041  青梅市勝沼1-34

㈱三翔設備工業 石坂　弘吉 組合員

東京ガスタマライフバリュー㈱ 佐藤　修一 組合員〒187-0042  小平市仲町445-1

〒191-0024  日野市万願寺1-24-3
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指定事業者番号  電話番号   ・   FAX 番 号

登 録 番 号   Ｅ－mail

　直結切替え工事施工事業者登録店 全30社

登 録 事 業 者 代 表 者 　郵便番号    　所在地 備考

 【町田市】

2686  ℡042-723-6244   fax 042-728-4170

町　田-０２ machikou@taupe.plala.or.jp

 【あきる野市】

2947  ℡042-558-0186   fax 042-559-5233

あきる野-０１ sakamoto-setsubi@bridge.ocn.ne.jp

2942  ℡042-550-1132   fax 042-558-7760

あきる野-０２ hoshino1132@k6.dion.ne.jp

 【国立市】

2754  ℡042-572-1242   fax 042-573-0614

国　立-０１ suido-1@jcom.zaq.ne.jp

9703  ℡042-511-3722   fax 042-507-4850

国　立-０３ eikousetubi@outlook.jp

 【三鷹市】

2518  ℡0422-47-2445   fax 0422-47-4527

三　鷹-０１ ns@suido-ya.com

5840  ℡0422-46-1310   fax 0422-46-0354

三　鷹-０２ mtkgs@jcom.zaq.ne.jp

 【小金井市】

2504  ℡042-381-3680   fax 042-381-3263

小金井-０１ am-kamos@kamoshita-setsubi,co,jp

 【調布市】

4712  ℡042-441-0660   fax 042-484-6569

調　布-０１ ma.murasawa@hirai-se.co.jp

鴨下設備工業㈱ 竹内　郁夫 組合員

平井設備㈱ 村澤　　守 組合員〒182-0017  調布市深大寺元町2-27-11

〒184-0005  小金井市桜町1-7-12

中嶋設備㈱ 中島　正子 組合員

㈲村田工業所 村田　吉弘 組合員〒181-0002  三鷹市牟礼3-6-3

〒181-0013  三鷹市下連雀6-2-6

㈲くにたち設備 福島　一世 組合員

㈱栄工設備商会 福島　孝世 組合員〒186-0011  国立市谷保5786-2

〒186-0003  国立市富士見台3-5-16

㈱坂本設備工業 坂本　　厚 組合員

㈱ホシノ 星野　　護 組合員〒197-0814  あきる野市二宮2406-11

〒197-0825  あきる野市雨間742

㈱町田工業 吉木　英之 組合員〒194-0022  町田市森野4-15-8
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