
平成30年７月31日現在

協賛企業名 住所

1 株式会社　ワタヌキ設備 鶴見区馬場3-4-4 鶴見区 馬場　1丁目　馬場　2丁目　馬場　3丁目　東寺尾　1丁目

2 太建工業　株式会社 神奈川区二ツ谷町7-11 神奈川区 二ツ谷町

3 有限会社　KSY 神奈川区白幡上町38-22 神奈川区 白幡上町

4 有限会社　ツルヤ薬局 神奈川区鶴屋町2-10-3 神奈川区 台町

5 有限会社　柴田工務店 神奈川区反町3-23-17 神奈川区 栗田谷　旭ケ丘

6 株式会社　畑中工業 西区伊勢町1-70 西区 岡野　1丁目　岡野　2丁目　御所山町

7 カナレイ　株式会社 中区長者町2-5-18 中区 西竹之丸　仲尾台　日本大通

8 株式会社　清光社 中区山下町1　シルクセンター内 保土ケ谷区 西谷町　星川　1丁目

9 東京サラヤ　株式会社 中区山下町22　山下町SSKビル6F 中区 山下町

10 平和工業　株式会社 中区小港町1-14-3 港北区 新羽町

磯子区 洋光台　1丁目

戸塚区 原宿　1丁目  東俣野町  小雀町

12 株式会社　三春情報センター 港南区日野8-8-11 港南区 日野　8丁目

13 港南テクニクス　株式会社 港南区下永谷3-73-11 港南区 下永谷　3丁目

14 フジサンライズ　株式会社 保土ケ谷区新井町301-1 保土ケ谷区 新井町 上菅田町 常盤台 月見台

15 有限会社　ハマプロ（トータルライフ ハマプロ） 保土ケ谷区帷子町2-113 保土ケ谷区 霞台 帷子町　2丁目

16 有限会社　寺崎住設 保土ケ谷区初音ヶ丘41-2-205 保土ケ谷区 岩崎町

17 有限会社　斉藤石油 保土ケ谷区上菅田町643 保土ケ谷区 上菅田町

18 株式会社　グリーンネット 旭区二俣川2-58-8 アベニール504 旭区 本宿町 本村町 二俣川　1丁目 二俣川　2丁目 万騎が原

19 港建興　株式会社 旭区南本宿町171-8 保土ケ谷区 新桜ケ丘　2丁目

20 神奈川土建一般労働組合横浜西支部 旭区二俣川1-86-8 旭区 二俣川　1丁目

21 株式会社　松浦設備 磯子区久木町3-39-1Ｆ 磯子区 久木町

栄区 本郷台　4丁目

瀬谷区 瀬谷区　南瀬谷　1丁目

磯子区 磯子　2丁目　田中　2丁目

中区 本牧元町

23 有限会社　協栄クリーン 磯子区岡村2-8-13 磯子区 杉田　1丁目　岡村　8丁目

24 カマリヤ薬局 金沢区釜利谷東2-6-18 金沢区 釜利谷東　2丁目

25 サカヱ工業　株式会社 金沢区福浦2-4-10 金沢区 鳥浜町

26 ヨコソウマシニカル　株式会社 金沢区鳥浜町3-20 金沢区 能見台　4丁目 能見台　5丁目 能見台　6丁目

27 株式会社　トップランドコーポレーション 金沢区福浦2-15-21 金沢区 谷津町

28 株式会社　ヤマショウ 金沢区釜利谷南2-22-2 金沢区 釜利谷西　3丁目 釜利谷西　4丁目

29 株式会社　金子産商湘南 金沢区東朝比奈3-16-2 金沢区 高舟台　1丁目 高舟台　2丁目 大道　1丁目 大道　2丁目

神奈川区 三ツ沢上町

港北区 日吉本町　4丁目

鶴見区 小野町

31 積水工業　株式会社 港北区新吉田町5609 港北区 新吉田町　新羽町

32 有限会社　ムラタ設備 港北区大倉山6-2-3 港北区 大倉山　6丁目

33 有限会社　横浜精密 港北区新吉田町4577 港北区 日吉　2丁目

株式会社　チュウバチ【荏田南水道】 緑区台村町615－1 都筑区 長坂　平台　荏田南　2丁目　荏田南　5丁目

株式会社　チュウバチ【岡村水道】 緑区台村町615－1 磯子区 岡村　1丁目　岡村　2丁目　岡村　7丁目

株式会社　チュウバチ【岸谷水道】 緑区台村町615－1 鶴見区 岸谷　1丁目　岸谷　2丁目　岸谷　3丁目　岸谷　4丁目

株式会社　チュウバチ【目黒水道】 緑区台村町615－1 瀬谷区 相沢　3丁目　相沢　7丁目　本郷　1丁目　本郷　3丁目

土志田建設　株式会社【蒔田配水管工事】 緑区長津田3-4-12 南区 南太田　1丁目　南太田　2丁目

土志田建設　株式会社【大岡一丁目配水管】 緑区長津田3-4-12 南区 大岡　1丁目　大岡　2丁目　中里　1丁目

土志田建設　株式会社【大黒ふとう配水管】 緑区長津田3-4-12 鶴見区 大黒町　大黒ふ頭　生麦　2丁目

土志田建設　株式会社【南舞岡配水管】 緑区長津田3-4-12 戸塚区 南舞岡　1丁目　南舞岡　2丁目

36 日本舗材　株式会社 緑区青砥町415 緑区 青砥町

37 有限会社　アースカンパニー 緑区北八朔町1938-70 緑区 青砥町

38 有限会社　アーステックデザイン 緑区中山町306-11 トーレ・アチェ・イー202 緑区 中山町

39 有限会社　プロシーズ 緑区霧が丘5-2-7 緑区 霧が丘　1丁目 霧が丘　4丁目

40 有限会社　海藤住建 緑区鴨居6-10-32 緑区 鴨居　6丁目 白山　1丁目

41 有限会社　串田設備 緑区鴨居町2544 緑区 長津田みなみ台　6丁目 長津田みなみ台　7丁目

42 有限会社　イシハラ住設 青葉区柿の木台18-11 青葉区 柿の木台

43 有限会社　下恩田商事設備社 青葉区田奈町46-6 青葉区 奈良町

44 有限会社　斉藤水道工業 青葉区新石川1-34-6 青葉区 新石川　1丁目

45 有限会社　中央水質管理 青葉区恩田町3316-1 青葉区 田奈町

46 株式会社　エコシティサービス 都筑区茅ヶ崎中央8-33　サウスコア205 青葉区 大場町

47 株式会社　クリハラ 都筑区見花山12-30 都筑区 見花山 川和町

48 宮本管機　株式会社 都筑区南山田2-36-16 都筑区 南山田　2丁目

49 有限会社　藤原水道 都筑区早渕3-38-3 都筑区 早渕　3丁目

50 株式会社　昭和工業 戸塚区戸塚町4668 戸塚区 上倉田町 戸塚町

51 五代工業　株式会社 戸塚区東俣野町1031-1 戸塚区 東俣野町

52 有限会社　プラスエヌ 戸塚区下倉田町612-12 戸塚区 上倉田町　下倉田町

53 横浜建設　株式会社 栄区小菅ヶ谷4-26-11 栄区 小菅ケ谷　4丁目

54 有限会社　千田建設 栄区長沼町436-6 港南区 港南台　1丁目  港南台　2丁目

55 有限会社　石原水道工業所 泉区中田東4-54-15 泉区 中田東　4丁目
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※配布エリアは協賛企業様のご希望する地域に配布しております。
※配布枚数に限りがあるため、配布エリアの全世帯に配布するものではありません。

蒲工　株式会社30 港北区北新横浜2-5-12

磯子区中原2-1-5宮本土木　株式会社22
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協賛企業様一覧

配布予定エリア
（記載地域の一部に配布予定）

港南区下永谷2-26-10株式会社　ライフ・コア横浜

別 添




