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37 株式会社 京浜設備工業所 神奈川区
41 有限会社 佐藤設備工業所 神奈川区
61 株式会社 協和日成  神奈川支店 川崎市
71 有限会社 小泉水道工務店 中区

120 日比工業 株式会社 南区
130 高田設備 株式会社 川崎市
196 東光建設株式会社 旭区
256 株式会社 オサダ管工 瀬谷区
289 株式会社 金子工業所 戸塚区
305 株式会社 麻生設備工業所 泉区
314 株式会社 日生設備 瀬谷区
317 有限会社 福館設備工業所 瀬谷区
379 株式会社 ライフ・コア横浜 港南区
388 横浜建興 株式会社 旭区
395 株式会社 富士住設機器 旭区
408 株式会社 ウエダ設備 緑区
429 株式会社 ジェス 緑区
443 株式会社 ダイショー 旭区
475 ホクヨー住宅設備 株式会社 瀬谷区
484 幸和設備 株式会社 緑区
485 山羽工業 株式会社 藤沢市
487 五代工業 株式会社 戸塚区
488 長瀬管工事 有限会社 泉区
508 株式会社 北勇 青葉区
536 株式会社 髙橋工業 青葉区
562 東西工業 株式会社 保土ケ谷区
583 株式会社 ムラサキ設備 泉区
586 三起 株式会社 瀬谷区
590 株式会社 金子産商湘南 金沢区
593 有限会社 長野設備 港北区
598 矢島工業 株式会社 泉区
613 有限会社 ホソイ 港南区
625 有限会社 正一設備 港北区
629 東京ガス横浜中央エネルギー 株式会社 西区
676 株式会社 浜 旭区
680 有限会社 谷岡設備工業 港北区
693 株式会社 フルヤテクノ 川崎市
701 有限会社 森田設備 旭区
702 有限会社 開工業 鶴見区
732 株式会社 加藤設備 戸塚区
789 株式会社下田商会 平塚市
797 オカモト総合設備 株式会社 瀬谷区
800 有限会社 タカ住設 神奈川区
802 株式会社 平設備 保土ケ谷区
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827 有限会社 米山設備 泉区
858 有限会社 トーショー 瀬谷区
859 株式会社 クラシアン 横浜支社 都筑区
883 株式会社 菊地建設興業 大和市
889 有限会社 五十嵐設備 旭区
892 積和建設神奈川  株式会社 厚木事業所 座間市
924 有限会社 吉田設備工業 藤沢市
949 オザワ総合設備 株式会社 保土ケ谷区
953 有限会社 エイコー 戸塚区
955 株式会社 米持工業 横須賀市
973 株式会社 矢野住設 戸塚区
977 有限会社 栄工業 大和市
995 株式会社 山口設備工業 海老名市

10242 岳南建興 株式会社 保土ケ谷区
10443 丸わ建設 株式会社 港北区
11063 有限会社 モリヤ 泉区
11146 ワンタイ建設 株式会社 都筑区
11230 弥生建設 株式会社 泉区
11300 株式会社 鈴栄工業 横須賀市
11313 大倉設備工業 株式会社 鎌倉市
11342 有限会社 原管工 鎌倉市
11358 株式会社 神奈川管工 旭区
11393 株式会社 ミナミ設備サービス 南区
11421 株式会社 カトー工業 藤沢市
11440 第一住設 鶴見区
11491 株式会社 ミライ工業 茅ヶ崎市
11512 株式会社 ユタホーム 藤沢市
11538 株式会社 内田総合 横須賀市
11547 株式会社 Ｎeox 旭区
11565 親亜 有限会社 旭区
11589 新生設計 瀬谷区
11619 株式会社 住設工業カワベ 藤沢市
11643 株式会社 新明工事 神奈川区
11644 株式会社 松浦設備 磯子区
11654 株式会社 上栄工業 川崎営業所 川崎市
11701 株式会社 ネクフィル 緑区
11705 株式会社 東和商会 相模原支店 相模原市
11722 ともえ設備 戸塚区
30035 株式会社 ネオミズテック 泉区
30044 株式会社 豊設備 藤沢市
30073 八千代水道 株式会社 相模原市
30115 有限会社 トウシン工業 相模原市
30135 有限会社 石井エンジニアリング 緑区
30173 有限会社 長田工業 相模原営業所 相模原市
30182 有限会社 岩田設備 相模原市
30207 有限会社 清水設備 川崎市
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30221 株式会社 アサヒ設備 相模原市
30230 有限会社 イワマ設備 相模原市
30252 有限会社 田中装建 海老名市
30262 有限会社 大河原設備 相模原市
30289 有限会社 坂井工業 鎌倉市
30310 有限会社 藤田管工 厚木市
30336 嘉貴工業 株式会社 座間市
30341 有限会社 矢部設備 港南区
30359 齋藤設備 厚木市
30378 有限会社 石井設備工業 横須賀市
30384 株式会社 嵐設備 泉区
30407 株式会社 水江社 藤沢市
30453 株式会社 リウォータ 神奈川区
30513 株式会社 TASUKUPLANNING 大和市
30525 有限会社 SAIN 磯子区
30560 株式会社 Ｌｇｏ 相模原市
30576 タイアップ 川崎市
30582 株式会社 アクアプロテック 都筑区
30586 旭化成ライフライン 株式会社 神奈川事業所 鶴見区
30589 株式会社 太富設備 藤沢市
30596 株式会社 JOWA住設 相模原市
30604 株式会社 大神 横須賀店 横須賀市
30622 ＹＫｔｅｃh 株式会社 港南区

588 株式会社 伸栄興業所 中区
342 岩崎産業 株式会社 中区
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