
許可登録
建設業許可 千葉県知事 許可（般-19）　 第44145号
管工事業   電気工事業   土木工事業   鋪装工事業
＜給水装置工事指定 ＞
千葉県水道局給水装置工事事業者
我孫子市給水装置工事事業者
印西市給水装置工事事業者
柏市給水装置工事事業者
白井市給水装置工事事業者
東京都給水装置工事事業者
流山市給水装置工事事業者
習志野市給水装置工事事業者
野田市給水装置工事事業者
松戸市給水装置工事事業者
八千代市給水装置工事事業者
千葉市給水装置工事事業者
四街道市給水装置工事事業者

＜排水設備工事指定 ＞
我孫子市下水道排水設備指定工事店
市川市下水道排水設備指定工事店
印西市下水道排水設備指定工事店
浦安市下水道排水設備指定工事店
柏市下水道排水設備指定工事店
鎌ヶ谷市下水道排水設備指定工事店
白井市下水道排水設備指定工事店
千葉市下水道排水設備指定工事店
流山市下水道排水設備指定工事店
習志野市下水道排水設備指定工事店
野田市下水道排水設備指定工事店
船橋市下水道排水設備指定工事店
松戸市下水道排水設備指定工事店
八千代市下水道排水設備指定工事店
四街道市下水道排水設備指定工事店

東京電力電気工事店　登録番号

事業内容 ＜工事業＞　設計・施工・管理
【 管工事業 】
給排水衛生設備　空調・換気設備　冷暖房設備
消防設備　浄化槽設備　ダクト設備　管内更生設備

【 電気設備事業 】
電気設備工事

【 土木整備事業 】
土木工事　　舗装工事

【 リフォーム業 】
LED照明設備工事　　屋根工事　　塗装工事　
厨房設備工事　浴槽設備工事　水洗便所設備工事

【 環境貢献事業 】
太陽光発電システム　風力発電システム　
住宅設備機器
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     1432

本　社　〒273-0121　千葉県鎌ヶ谷市初富 808- 471番地
TEL 047-441-7127　/ 　FAX 047-445-1128
白井営業所 ＜総合展示場＞　エネラボ館
〒270-1431　千葉県白井市根 102-6番
TEL 047-407-2934　/ 　FAX 047-492-3435

創　業　2000年4月1日
設　立　2000年11月9日
代表者　代表取締役　徳生 貞男
資本金　1,000万円
千葉県経営革新計画承認　2010年4月

事業内容 ＜小売業＞　企画・販売・施工・管理
【 新エネルギー事業 】
住宅用太陽光発電システム
産業用太陽光発電システム
風力発電システム
住宅オール電化

主要取引先（五十音順）
財務省関東財務局（千葉財務事務所）
株式会社 オグラ
MKビルダー 株式会社
株式会社 ケイハイ
京葉住設 株式会社
株式会社 小泉東関東
住友不動産 株式会社
住友不動産リフォーム 株式会社
生和コーポレーション
積和建設 株式会社
株式会社 中央機材
橋本総業 株式会社
渡辺パイプ 株式会社
株式会社 WINPRO

取引金融企業
三菱東京UFJ銀行
千葉銀行
千葉興業銀行
京葉銀行
株式会社 オリエントコーポレーション
株式会社 ジャックス
三菱クレジット 株式会社

会社案内



二和設備工業株式会社

各種一般住宅設備、ビル設備、産業用設備から環境設備まで。私たちは地域の快適空間の創造・
維持を約束し、地域とともに発展する総合設備工事会社です。環境改善設備、給排水、空調、
電気…。快適と環境改善性向上のための設備システムを、提案からメンテナンスまで一括管理。
省コスト、省エネルギー、省力化を推進し環境改善を実現します。快適空間づくりをあらゆる面から
サポートできるのが、当社システムの大きな魅力。まさに２１世紀の快適環境を構築する企業です。

太陽光発電システム

屋根修繕
屋根塗装

外壁塗装

風力発電街路灯
WINPRO

エコキュートや
エネファーム

LED照明

動力電源や
家庭用電源

ユニットバス

LPガス

換気設備

洗面台

トイレ

エアコンレンジフード

厨房設置

IHクッキングヒーター流し台

舗装
U字構

掘削

浄化槽
給排水
設備

＜設備の仕事いろいろ＞

※当社は工事だけも請け負います。

同じ箱もご依頼次第で用途を変えることが出来ます。

WC

私たちの事業を
千葉県も応援してくれてます。

住環境「創エネ」設備の
総合展示場です。　
2010年4月、千葉県白井市に、再生可能エネルギーシステム
設備の総合展示場をオープンいたしました。
■ 住宅用・産業用の太陽光発電システム
■ ハイブリッド小型風力発電システム
■ IHクッキングヒーターとエコキュートのオール電化
■ 燃料電池エネファームやLED照明　他
メーカーも各社多数取り揃え、実際に「見て・触って・比べて」安心、
納得して導入頂けるようスタッフ一同サポートいたします。
キッズ・ルームもご用意しましたので、小さなお子さまもご一緒にお立ち寄りください。
また、住まいのリフォーム全般の受付や二和設備工業への相談窓口としてもご利用頂けます。

エネラボくん
風力発電街路灯

WINPRO

あ
そ
び
に
き
て
ね
。

ご相談
ヒアリング
お電話又はショールーム
へお越しください。質問、
疑問何でもお話ください。

お客さまのライフスタイル
に合わせた、安全で高効率・
高品質なシステム提案書を
作成いたします。

現場にてさらに詳しく調
査をし、提案書と照らし
合わせながら、図面を作
成いたします。

お客さまのご予算にあっ
たお見積り書を作成いた
します。

提案書、施工図面を基に
ご要望が一致するまでじ
っくりと打ち合わせいた
します。

ご納得頂けましたら、
ご契約です。

親会社である、二和設備
工業が責任を持って工事
いたします。

お客さまとご一緒に確認
して頂き、お引き渡しと
なります。

提　案 現地調査

＜導入までの流れ＞

お見積り

打ち合わせ ご契約 施　工 お引き渡し

二和エンジニアリング株式会社
＜白井営業所＞ エネラボ館 

総合展示場
太陽光・風力・
オール電化・燃料電池
太陽光・風力・
オール電化・燃料電池


