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アーク工業  有限会社 958-016630127 旭区今宿東町920番地５ｱｰｸｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　アースカンパニー 938-481530552 緑区北八朔町1938番地70ｱｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ

アース工業　株式会社 042-711-707211496 相模原市南区上鶴間本町９丁目12番21
号

ｱｰｽｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  アーステック　デザイン 929-237130165 緑区中山一丁目６番11-202号ｱｰｽﾃｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ

有限会社　アート設備工業 0467-74-320211437 高座郡寒川町倉見902番地２ｱｰﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社アールイー 045-264-871230598 中区相生町１丁目15番地　第二東商ビル
４B

ｱｰﾙｲｰ

相川建設株式会社 339-102110891 保土ケ谷区仏向町1515番地29ｱｲｶﾜｹﾝｾﾂ

藍建　株式会社 515-646611636 金沢区釜利谷南二丁目47番3号ｱｲｹﾝ

有限会社  相澤工務店 822-809811250 港南区下永谷五丁目11番29号ｱｲｻﾞﾜｺｳﾑﾃﾝ

有限会社 相澤設備工業 044-511-461900921 川崎市幸区古市場１丁目７番地の６ｱｲｻﾞﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  アイシン商事 532-200530202 港北区新吉田東八丁目37番24号ｱｲｼﾝｼｮｳｼﾞ

株式会社  アイダ設計  相模原モデル店 050-3173-241711446 相模原市中央区清新２丁目５番９号ｱｲﾀﾞｾｯｹｲ  ｻｶﾞﾐﾊﾗﾓﾃﾞﾙﾃﾝ

株式会社相原設備 0463-55-542311559 平塚市下島849番地ｱｲﾊﾗｾﾂﾋﾞ

相原造園土木株式会社 364-711111272 瀬谷区阿久和南二丁目16番地３ｱｲﾊﾗｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

株式会社アイビーテック 0466-66-631630603 藤沢市羽鳥２丁目４番５号ｱｲﾋﾞｰﾃｯｸ

株式会社葵 046-854-961130245 横須賀市ハイランド3丁目19番13号ｱｵｲ

株式会社　アオイ産業 812-691711693 戸塚区名瀬町764－12ｱｵｲｻﾝｷﾞｮｳ

アオキ工業  株式会社 701-488900658 金沢区釜利谷東四丁目57番14号ｱｵｷｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  アオキ住設 0467-59-453030157 茅ヶ崎市柳島1575番地32ｱｵｷｼﾞｭｳｾﾂ

青木設備工業株式会社 046-897-728530606 横須賀市二葉１丁目29番７号ｱｵｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

青野建設  株式会社 712-755810674 南区大岡四丁目８番12号ｱｵﾉｹﾝｾﾂ

有限会社  青葉台冷熱 953-159411298 旭区上白根町１２５６番地ｱｵﾊﾞﾀﾞｲﾚｲﾈﾂ
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有限会社　赤神設備工業 044-281-058011673 川崎市多摩区菅馬場２丁目５番３号ｱｶｶﾞﾐｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

あかね有限責任事業組合 044-945-037830427 川崎市多摩区菅城下30番10号　ベルメゾ
ン105

ｱｶﾈﾕｳｹﾞﾝｾｷﾆﾝｼﾞｷﾞｮｳｸﾐｱｲ

有限会社  アキモト 531-075600950 港北区綱島西四丁目７番17号ｱｷﾓﾄ

秋山設備 392-762230613 戸塚区上柏尾町478番地１　シャトレ・
ルィーズ202

ｱｷﾔﾏｾﾂﾋﾞ

有限会社　秋山設備 0463-35-712230447 平塚市山下340番地１ｱｷﾔﾏｾﾂﾋﾞ

株式会社アクア・システム・サービス 443-848611535 戸塚区平戸町1149－１ｱｸｱ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｽ

株式会社 　アクアエンジニアリング 574-310230399 鶴見区梶山二丁目37番25号ｱｸｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

アクアシステムズ大設　合同会社　瀬谷営業所 489-320430559 瀬谷区阿久和南四丁目３番地14、１階ｱｸｱｼｽﾃﾑｽﾞ ﾀﾞｲｾﾂ ｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ

AQUAS 090-3595-893430618 川崎市麻生区向原３丁目１番10－１号ｱｸｱｽ

有限会社  アクア設備 046-238-819330179 海老名市杉久保北四丁目３番６-1003号ｱｸｱｾﾂﾋﾞ

アクア設備工業 046-244-222511625 厚木市山際727番地の3ｱｸｱｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

アクアテック  株式会社 364-639200609 瀬谷区阿久和東二丁目５番地18ｱｸｱﾃｯｸ

株式会社  アクアテック 933-500230214 緑区鴨居七丁目１番25号　アクアテックビ
ル２F

ｱｸｱﾃｯｸ

株式会社　アクアテックス 046-240-852911690 大和市鶴間１丁目９番17号　和興ビル２Fｱｸｱﾃｯｸｽ

株式会社　アクアプロテック 595-969030582 都筑区中川中央二丁目５番13号　メル
ヴューサガノ702号室

ｱｸｱﾌﾟﾛﾃｯｸ

有限会社  アクアライフ 562-574300992 港北区日吉六丁目11番16号ｱｸｱﾗｲﾌ

株式会社　アクトエンジニアリング 622-855000764 中区本牧間門19番１号ｱｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

浅井建設株式会社 951-318410609 旭区川井本町80番地ｱｻｲｹﾝｾﾂ

麻生建設  株式会社 044-987-937030039 川崎市麻生区上麻生６丁目13番13号ｱｻｵｹﾝｾﾂ

浅田工業 472-568511684 神奈川区菅田町1727番地の17ｱｻﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　浅野設備 0466-90-058230462 藤沢市亀井野1951番地ｱｻﾉｾﾂﾋﾞ

旭化成ライフライン　株式会社　神奈川事業所 521-107030586 鶴見区鶴見中央三丁目２番３号　ナイス
アーバン鶴見中央201号

ｱｻﾋｶｾｲﾗｲﾌﾗｲﾝ
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旭建設　株式会社 593-160011545 港北区新吉田東三丁目39番19号ｱｻﾋｹﾝｾﾂ

株式会社アサヒ住設サービス 542-271510896 港北区師岡町1076番地ｱｻﾋｼﾞｭｳｾﾂｻｰﾋﾞｽ

旭水道株式会社 581-661200003 鶴見区矢向三丁目23番11号ｱｻﾋｽｲﾄﾞｳ

株式会社  アサヒ設備 042-754-531030221 相模原市中央区矢部３丁目８番13号ｱｻﾋｾﾂﾋﾞ

有限会社  飛鳥設備 046-852-344730200 横須賀市金谷３丁目２番８号ｱｽｶｾﾂﾋﾞ

アズビル金門エンジニアリング株式会社 044-751-163130519 川崎市中原区下小田中２丁目18番１号ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

有限会社東住設 046-865-439400901 横須賀市追浜東町２丁目37番地ｱｽﾞﾏｼﾞｭｳｾﾂ

有限会社麻生商会 804-302100708 泉区和泉町6247番地５ｱｿｳｼﾖｳｶｲ

株式会社  麻生設備工業所 802-327100305 泉区上飯田町175番地ｱｿｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

アソー熱工業　株式会社 0465-36-783030505 小田原市中曽根31番地の12ｱｿｰﾈﾂｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　足立工務店 0463-95-133811533 伊勢原市石田907番地ｱﾀﾞﾁｺｳﾑﾃﾝ

株式会社  吾妻工業 801-388700646 泉区和泉町4861番地１ｱﾂﾞﾏｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  阿部工務店 301-500100328 瀬谷区橋戸一丁目37番地の３ｱﾍﾞｺｳﾑﾃﾝ

有限会社  阿部設備 044-822-604300874 川崎市高津区二子３丁目34番10号ｱﾍﾞｾﾂﾋﾞ

有限会社　阿部設備工業 0467-46-673230311 鎌倉市台３丁目３番５号ｱﾍﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  アベニール 575-584811332 鶴見区駒岡二丁目６番28号ｱﾍﾞﾆｰﾙ

アライグリーン株式会社 844-552811378 港南区日野南四丁目３番５号ｱﾗｲｸﾞﾘｰﾝ

有限会社新井設備事務所 044-738-680611623 川崎市中原区今井西町17番5号　レシオ
ン武蔵小杉B棟402号室

ｱﾗｲｾﾂﾋﾞｼﾞﾑｼｮ

有限会社　荒川設備 0463-58-800611497 平塚市岡崎2894番地ｱﾗｶﾜｾﾂﾋﾞ

株式会社　嵐設備 884-803530384 泉区緑園二丁目39番36号ｱﾗｼｾﾂﾋﾞ

有賀工業  株式会社 781-129500226 金沢区西柴一丁目８番27号ｱﾘｶﾞｺｳｷﾞｮｳ

アリカ水道技研工業　株式会社 353-780530363 港南区上永谷五丁目15番43号ｱﾘｶｽｲﾄﾞｳｷﾞｹﾝｺｷﾞｮｳ
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株式会社ありがとう 0466-53-773530418 藤沢市善行坂一丁目４番14号ｱﾘｶﾞﾄｳ

有限会社  有富水道工務店 641-305500104 中区山元町４丁目168番地ｱﾘﾄﾐｽｲﾄﾞｳｺｳﾑﾃﾝ

株式会社　アルス 836-133130547 港南区日野南二丁目21番10号ｱﾙｽ

株式会社アルテクト 371-186730380 保土ケ谷区西谷三丁目26番36号ｱﾙﾃｸﾄ

株式会社  安西組 802-776610858 泉区和泉町5390番地ｱﾝｻﾞｲｸﾞﾐ

ESK　株式会社 624-553730475 中区本牧町１丁目28番地の３　ｴﾑﾝｽ本牧
101号

ｲｰｴｽｹｰ

株式会社　イースト 820-461111525 戸塚区柏尾町825番地の11ｲｰｽﾄ

有限会社飯田設備 782-491900713 金沢区釜利谷西一丁目66番８号ｲｲﾀﾞｾﾂﾋﾞ

E‐WORKS 046-280-661330522 厚木市中依知67番地の22ｲｰﾜｰｸｽ

有限会社  五十嵐設備 952-491400889 旭区白根四丁目12番10号ｲｶﾞﾗｼｾﾂﾋﾞ

有限会社  五十嵐設備工業所 044-777-325000898 川崎市高津区蟹ケ谷146番地ｲｶﾞﾗｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  生田衛生設備 044-966-026830180 川崎市麻生区百合丘１丁目５番地５ｲｸﾀｴｲｾｲｾﾂﾋﾞ

株式会社　井口設備工業 044-751-627630348 川崎市高津区子母口421番地101ｲｸﾞﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社池田建設 090-7943-209611742 旭区市沢町869番地３　316号ｲｹﾀﾞｹﾝｾﾂ

有限会社　池田設備 581-103030339 鶴見区駒岡三丁目３５番６号ｲｹﾀﾞｾﾂﾋﾞ

池田設備工業 852-554411686 戸塚区原宿四丁目51番14号ｲｹﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

池谷ホーム　株式会社 571-885130550 鶴見区岸谷四丁目３番17号ｲｹﾀﾆﾎｰﾑ

有限会社  池永設備 0467-78-564411309 綾瀬市上土棚北3丁目25番32ｲｹﾅｶﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社　池部設備 042-779-419630387 相模原市緑区橋本台２丁目９番５号ｲｹﾍﾞｾﾂﾋﾞ

生駒造園土木  株式会社 852-489110380 戸塚区小雀町1956番地の１ｲｺﾏｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

伊佐設備工業株式会社 042-810-072311583 相模原市中央区田名5941番地１ｲｻｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

イサミ設備設計 323-384710966 神奈川区三ツ沢上町18番11号ｲｻﾐｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ



横浜市排水設備指定工事店一覧（５０音順） 2023/03/01 あ行

指定番号 名　　　　　称 所　在　地 電話番号

※横浜市外局番（０４５）は省略しています。

有限会社  石井エンジニアリング 981-317830135 緑区長津田町2469番地534ｲｼｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

有限会社　石井設備工業 046-856-498530378 横須賀市長井１丁目26番８号ｲｼｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

石井造園  株式会社 891-150111210 栄区笠間四丁目11番５号ｲｼｲｿﾞｳｴﾝ

株式会社イシケン 761-266100221 磯子区岡村四丁目34番20号ｲｼｹﾝ

株式会社　石﨑設備工業 566-244530345 港北区日吉本町四丁目10番3-302号ｲｼｻﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

石田建設  株式会社 811-472110399 泉区岡津町1573番地ｲｼﾀﾞｹﾝｾﾂ

石塚設備 046-241-786111712 厚木市下荻野1296番地４ｲｼﾂﾞｶｾﾂﾋﾞ

株式会社　石橋水道 046-274-815011699 大和市上和田1720番地の226ｲｼﾊﾞｼｽｲﾄﾞｳ

有限会社イシハラ住設 972-902430069 青葉区柿の木台18番地11ｲｼﾊﾗｼﾞｭｳｾﾂ

有限会社  イズミ建設産業 0466-84-227230042 藤沢市西俣野490番地ｲｽﾞﾐｹﾝｾﾂｻﾝｷﾞｮｳ

泉工業　株式会社 0466-49-565030558 藤沢市宮原1442ｲｽﾞﾐｺｳｷﾞｮｳ

イズミ工業 0466-77-981411596 高座郡寒川町一之宮８丁目21番19-2号ｲｽﾞﾐｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　和泉設備 410-883330487 泉区和泉中央北二丁目11番41号ｲｽﾞﾐｾﾂﾋﾞ

株式会社 　イセムラ設備 0466-65-312311546 藤沢市長後1419番地の７ｲｾﾑﾗｾﾂﾋﾞ

有限会社  井田水道興業 572-993400513 鶴見区獅子ケ谷一丁目26番30号ｲﾀﾞｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ

有限会社板津農園 333-621710715 保土ケ谷区仏向町1048番地 板津本社ビ
ル2F

ｲﾀｽﾞﾉｳｴﾝ

市川水道工事店 951-026000201 旭区今宿東町1615番地ｲﾁｶﾜｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞﾃﾝ

有限会社一建テック 840-001111370 港南区日野七丁目22番19号ｲﾁｹﾝﾃｯｸ

市古水道工事店 391-295900795 旭区今川町60番地の21ｲﾁﾌﾙｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞﾃﾝ

有限会社  一由設備 711-437000589 南区井土ケ谷上町21番11号ｲﾁﾖｼｾﾂﾋﾞ

一管　株式会社 442-109011542 旭区上白根町1306-23ｲｯｶﾝ

有限会社　伊東工業 355-020830331 栄区桂台東3番6号ｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳ
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株式会社　伊東商店 0463-88-188211629 秦野市並木町5番6号ｲﾄｳｼｮｳﾃﾝ

株式会社　伊藤造園土木 0466-45-469911572 藤沢市亀井野1361番地２ｲﾄｳｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

株式会社井上建設 465-654611724 瀬谷区阿久和西四丁目35番５号ｲﾉｳｴｹﾝｾﾂ

有限会社  井上住設 046-888-642400960 三浦市南下浦町上宮田3314番地ｲﾉｳｴｼﾞｭｳｾﾂ

猪瀬建設株式会社 044-333-396730421 川崎市川崎区追分町１番13号ｲﾉｾｹﾝｾﾂ

有限会社猪俣管工事店 0463-32-154630265 平塚市平塚３丁目８番６号ｲﾉﾏﾀｶﾝｺｳｼﾞﾃﾝ

伊橋興業株式会社 541-674430435 港北区新羽町2105番地１ｲﾊｼｺｳｷﾞｮｳ

伊原興業  株式会社 761-280110269 磯子区岡村七丁目31番14号ｲﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ

井原造園株式会社 383-272110603 神奈川区羽沢町1198番地ｲﾊﾗｿﾞｳｴﾝ

株式会社　今井水道設備 0466-48-331111600 藤沢市宮原3395番地ｲﾏｲｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ

今田電気設備 633-642411669 中区石川町４丁目159番地７ｲﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ

イメージライフカンパニー　有限会社 931-700930288 緑区竹山一丁目19番地６　ｻﾝｸﾞﾚｲｽ鴨居
104

ｲﾒｰｼﾞﾗｲﾌｶﾝﾊﾟﾆｰ

株式会社入内島土建 0466-87-186130520 藤沢市石川２丁目20番地の１ｲﾘｳﾁｼﾞﾏﾄﾞｹﾝ

岩崎産業株式会社 622-008600342 中区本牧元町38番６号ｲﾜｻｷｻﾝｷﾞｮｳ

株式会社岩﨑水道工事店 046-823-090830121 横須賀市三春町３丁目８番地ｲﾜｻｷｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞﾃﾝ

有限会社  岩田設備 042-777-566030182 相模原市南区下溝2560番地１ｲﾜﾀｾﾂﾋﾞ

有限会社　岩田土木管工 0463-61-721530540 中郡大磯町大磯57番地の2ｲﾜﾀﾄﾞﾎﾞｸｶﾝｺｳ

有限会社  イワック 341-552900725 保土ケ谷区仏向西25番３号ｲﾜｯｸ

岩野建設  株式会社 311-303310417 西区岡野一丁目15番６号ｲﾜﾉｹﾝｾﾂ

有限会社岩野設備 513-321611601 泉区和泉町1445番地ｲﾜﾉｾﾂﾋﾞ

岩間設備 541ｰ585800816 港北区新吉田東五丁目60番14号ｲﾜﾏｾﾂﾋﾞ

有限会社  イワマ設備 042-780-133430230 相模原市緑区根小屋2573番地の９ｲﾜﾏｾﾂﾋﾞ
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株式会社岩本工業所 352-574100669 旭区桐が作1861番地ｲﾜﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  岩本設備 954-154700595 旭区川井本町87番地27ｲﾜﾓﾄｾﾂﾋﾞ

有限会社　岩本設備工業 0465-81-019730497 足柄上郡中井町井ノ口2764番地8ｲﾜﾓﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社インテグラル 042-786-201611707 相模原市中央区中央３丁目14番７号３Fｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ

株式会社宇井建設 981-340211732 緑区長津田町2961番地１ｳｲｹﾝｾﾂ

ウィン・アゲイン株式会社 373-738330452 保土ケ谷区峰岡町２丁目113番地の13-
301号

ｳｨﾝｱｹﾞｲﾝ

株式会社植宗エクステリア 442-379511539 神奈川区羽沢町８２１番地ｳｴｿｳｴｸｽﾃﾘｱ

株式会社  ウエダ設備 934-081100408 緑区鴨居三丁目43番３号ｳｴﾀﾞｾﾂﾋﾞ

有限会社ウォーターシステム 714-978211549 保土ケ谷区西久保町125番地ｳォｰﾀｰｼｽﾃﾑ

ウォーターライフ株式会社 046-853-076011603 横須賀市平作１丁目24番４号ｳｫｰﾀｰﾗｲﾌ

有限会社　ウォーターワークスオブライフ 046-884-950030436 横須賀市長瀬２丁目４番23号ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽｵﾌﾞﾗｲﾌ

有限会社　ウォーターワークス笹野 042-713-173330569 相模原市中央区上溝4549番地21ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽｻｻﾉ

株式会社WATER　WORKS　WAT 044-455-607411715 川崎市多摩区菅城下31番5号　マックス
202号室

ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽﾜｯﾄ

有限会社  汐田土木 521-559310016 鶴見区仲通３丁目74番地の14ｳｼｵﾀﾞﾄﾞﾎﾞｸ

株式会社  内海工業所 811-088200913 戸塚区上矢部町516番地ｳﾁｳﾐｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  内田水道工事店 391-128400197 旭区本宿町108番地ｳﾁﾀﾞｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞﾃﾝ

株式会社　内田総合 046-854-417811538 横須賀市佐原３丁目22番６号ｳﾁﾀﾞｿｳｺﾞｳ

株式会社内野工務店 442-746011597 旭区中沢三丁目26番８号２Fｳﾁﾉｺｳﾑﾃﾝ

有限会社  内野設備 971-407100275 青葉区大場町165番地ｳﾁﾉｾﾂﾋﾞ

有限会社  梅津設備 0466-81-032900976 藤沢市西俣野393番地の５ｳﾒﾂﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社　梅原工業 877-474730393 栄区桂台西一丁目25番25号ｳﾒﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ

卜部工業  有限会社 912-326600404 都筑区中川四丁目11番15号ｳﾗﾍﾞｺｳｷﾞｮｳ
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永光建設  株式会社 431-147111008 港北区大豆戸町477番地ｴｲｺｳｹﾝｾﾂ

有限会社  エイコー 858-356100953 戸塚区深谷町1233番地の１　ｺｰﾎﾟｶﾅﾘﾔ
101

ｴｲｺｰ

有限会社  永匠 0466-84-223730126 藤沢市善行坂2丁目12番55-202号ｴｲｼｮｳ

株式会社　英進設備工業 042-741-589130361 相模原市南区東林間２丁目３番６号ｴｲｼﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

エイチエスシー　株式会社 046-833-629330329 横須賀市吉井４丁目６番１０号ｴｲﾁｴｽｼｰ

栄和設備 633-480630474 鶴見区下末吉三丁目12番８号ｴｲﾜｾﾂﾋﾞ

株式会社  エー・エム・シー 044-888-461130138 川崎市高津区梶ケ谷５丁目６番地20ｴｰ･ｴﾑ･ｼｰ

株式会社エーケン 044-852-650500846 川崎市宮前区神木本町２丁目9番10号ｴｰｹﾝ

株式会社  エース産業 349-415611115 港南区日野中央三丁目１番１号ｴｰｽｻﾝｷﾞﾖｳ

株式会社エーダイ 744-771311713 旭区小高町122番地１ｴｰﾀﾞｲ

A・T・A興業 805-414411557 泉区和泉中央南五丁目３番22号ｴｰﾃｨｰｴｰｺｳｷﾞｮｳ

株式会社エーピーエス　相模原支店 042-703-896130627 相模原市緑区橋本１丁目２番17号　メゾン
さがみ202号

ｴｰﾋﾟｰｴｽ ｻｶﾞﾐﾊﾗｼﾃﾝ

株式会社  エス・エス・イー 046-204-780030140 海老名市中央２丁目１番16号　センチュ
リー八芳２階

ｴｽ･ｴｽ･ｲｰ

有限会社Ｓ＆Ｙ 046-253-570511392 相模原市南区相武台１丁目19番６号ｴｽｱﾝﾄﾞﾜｲ

エスケイ工業  有限会社 829-415130136 戸塚区品濃町1077番地ｴｽｹｲｺｳｷﾞｮｳ

株式会社エスチーム 044-201-934711718 川崎市幸区南加瀬３丁目21番23号ｴｽﾁｰﾑ

STL森山建設株式会社 465-442211616 保土ケ谷区天王町1丁目６番４号　ナカム
ラビル４階

ｴｽﾃｨｰｴﾙﾓﾘﾔﾏｹﾝｾﾂ

株式会社　SDデザイン 392-354111638 戸塚区戸塚町682番地ｴｽﾃﾞｨｰﾃﾞｻﾞｲﾝ

NS技建株式会社 0466-86-547811708 藤沢市大鋸１丁目17番１号601号室ｴﾇｴｽｷﾞｹﾝ

エヌ・ケイ・テクノ  株式会社 311-978100801 神奈川区鶴屋町３丁目35番地の１ｴﾇｹｲﾃｸﾉ

株式会社　エヌファシリティー 299-925211630 泉区和泉町1418番地の4ｴﾇﾌｧｼﾘﾃｨｰ

株式会社Ｎ４エンジニアリング 042-707-749330530 相模原市中央区横山台2丁目34番19号ｴﾇﾌｫｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
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エバーリンクス　株式会社 253-873130362 中区弥生町２丁目17番地　ｽﾄｰｸﾀﾜｰ大通
り公園Ⅰ-202

ｴﾊﾞｰﾘﾝｸｽ

有限会社江原設備工業 776-041230590 金沢区富岡東六丁目19番15号ｴﾊﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　エフアイシー 044-888-494830298 川崎市宮前区馬絹２丁目３番１号ｴﾌｱｲｼｰ

有限会社　エムエム工業神奈川支店 044-422-337211464 川崎市中原区中丸子414番地ｴﾑｴﾑｺｳｷﾞｮｳｶﾅｶﾞﾜｼﾃﾝ

ＭＯＭ　株式会社 716-635111515 港北区新羽町2785番地ｴﾑｵｰｴﾑ

株式会社エムケイ 949-262211266 都筑区東方町2454番地２ｴﾑｹｲ

株式会社ＭＫ設備設計 392-657430275 戸塚区川上町８７番地１　ウエルストン１ビ
ル６階

ｴﾑｹｰｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ

Ｍ設備設計 090-4227-855230608 中区簑沢123番地　105ｴﾑｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ

有限会社　エムテックグリーン 845-253911563 港南区丸山台二丁目26番15号ｴﾑﾃｯｸｸﾞﾘｰﾝ

株式会社　沿線ハウジング 070-8550-978130490 旭区二俣川１丁目45番地の113ｴﾝｾﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

遠藤環衛　株式会社 044-955-574011645 川崎市麻生区王禅寺1227番地10ｴﾝﾄﾞｳｶﾝｴｲ

エンリッチ　株式会社 042-780-811511681 相模原市緑区長竹3008－１ｴﾝﾘｯﾁ

追川建設株式会社 044-933-164111558 川崎市多摩区枡形４丁目10番５号ｵｲｶﾜｹﾝｾﾂ

有限会社  大石ポンプ店 0467-74-183530181 高座郡寒川町田端929番地ｵｵｲｼﾎﾟﾝﾌﾟﾃﾝ

株式会社　大浦設備 046-262-403030358 大和市鶴間１丁目24番17号ｵｵｳﾗｾﾂﾋﾞ

株式会社オーエム住研 882-330030251 港南区日野六丁目１番13号ｵｰｴﾑｼﾞｭｳｹﾝ

有限会社  大河原設備 042-745-578630262 相模原市南区上鶴間本町８丁目45番４号ｵｵｶﾜﾗｾﾂﾋﾞ

大倉設備工業  株式会社 0467-24-332211313 鎌倉市雪ノ下５丁目１番５号ｵｵｸﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  大坂設備 044-852-397100986 川崎市宮前区平６丁目４番48号ｵｵｻｶｾﾂﾋﾞ

株式会社  大柴工務店 421-439800030 神奈川区大口通131番地４ｵｵｼﾊﾞｺｳﾑﾃﾝ

株式会社大塚設備工業　相模原営業所 080-6745-890730617 相模原市南区大野台１丁目18番15号ｵｵﾂｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ ｻｶﾞﾐﾊﾗｴｲｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  大貫設備 046-241-642330225 厚木市まつかげ台54番13号ｵｵﾇｷｾﾂﾋﾞ



横浜市排水設備指定工事店一覧（５０音順） 2023/03/01 あ行

指定番号 名　　　　　称 所　在　地 電話番号

※横浜市外局番（０４５）は省略しています。

有限会社大野サービス 0463-37-435130628 平塚市根坂間331番地４ｵｵﾉｻｰﾋﾞｽ

大野設備工業  株式会社 0466-81-237511411 藤沢市善行坂１丁目４番８号ｵｵﾉｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　大橋水道設備 335-214130575 保土ケ谷区初音ケ丘40番９号ｵｵﾊｼｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ

大博建設株式会社 903-179711473 青葉区荏子田一丁目７番地４ｵｵﾋﾛｹﾝｾﾂ

株式会社  大船住研 893-369900843 栄区小菅ケ谷二丁目43番13号ｵｵﾌﾅｼﾞｭｳｹﾝ

有限会社  大八木設備商会 0467-76-506100910 綾瀬市蓼川３丁目３番12号ｵｵﾔｷﾞｾﾂﾋﾞｼｮｳｶｲ

有限会社大山設備工業 301-310211051 瀬谷区中屋敷一丁目９番地45ｵｵﾔﾏｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  オガサワラ 042-758-849300959 相模原市中央区上溝601番地の９ｵｶﾞｻﾜﾗ

株式会社  岡田建設 822-424311293 戸塚区平戸三丁目５５番１３号ｵｶﾀﾞｹﾝｾﾂ

有限会社  尾形工業所 845-227100614 港南区日限山三丁目43番10号ｵｶﾞﾀｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  岡田設備 753-680000501 磯子区岡村四丁目22番32号ｵｶﾀﾞｾﾂﾋﾞ

岡部水道 242-810000067 西区境之谷115番地ｵｶﾍﾞｽｲﾄﾞｳ

オカモト総合設備株式会社 302-711500797 瀬谷区竹村町19番地３ｵｶﾓﾄｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ

有限会社　小川水道 044-981-036030353 川崎市麻生区片平２丁目24番11号ｵｶﾞﾜｽｲﾄﾞｳ

オガワ設備　株式会社 0463-55-766311341 平塚市横内3788番地ｵｶﾞﾜｾﾂﾋﾞ

有限会社  小川設備工業 561-254500248 港北区日吉二丁目15番10号ｵｶﾞﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

興津エンジニアリング 050-3794-308630601 川崎市麻生区王禅寺東６丁目12番20号ｵｷﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

荻原住宅設備機器  株式会社 044-771-881100962 川崎市中原区上小田中６丁目23番33号ｵｷﾞﾜﾗｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞｷｷ

有限会社　オクツ 046-251-034330437 座間市座間１丁目3004番地１ｵｸﾂ

株式会社　奥村商会 323-158130371 西区平沼二丁目６番８号ｵｸﾑﾗｼｮｳｶｲ

有限会社尾崎設備 433-826230269 港北区大豆戸町639番地ｵｻﾞｷｾﾂﾋﾞ

株式会社  オサダ管工 391-122400256 瀬谷区阿久和西四丁目32番地の２ｵｻﾀﾞｶﾝｺｳ
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※横浜市外局番（０４５）は省略しています。

有限会社長田工業　相模原営業所 042-786-084030173 相模原市中央区千代田１丁目７番７号　メ
ゾン相模原201

ｵｻﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｻｶﾞﾐﾊﾗｴｲｷﾞｮｳｼｮ

オザワ総合設備  株式会社 337-026900949 保土ケ谷区峰岡町２丁目214番地ｵｻﾞﾜｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ

小田土木  株式会社 044-366-822330131 川崎市川崎区浅田２丁目10番11号ｵﾀﾞﾄﾞﾎﾞｸ

有限会社  落合水道設備 471-869200045 神奈川区菅田町1712番地２ｵﾁｱｲｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ

Ｏｃｈｏｇａｔｏ 0467-67-543411470 鎌倉市浄明寺一丁目9番23号ｵﾁﾖｶﾞﾄ

有限会社　オッフル・プロジェクト 929-250130224 緑区森の台３番15号ｵｯﾌﾙ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

株式会社　おの上工業 080-3480-076030429 都筑区折本町1614番地11ｵﾉｳｴｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  小野澤工業 662-101100077 中区元町２丁目91番地８ｵﾉｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ

株式会社小野設備 820-100100596 戸塚区前田町503番地19ｵﾉｾﾂﾋﾞ

有限会社  オハラ設備工業 843-942000378 港南区上永谷五丁目23番40号ｵﾊﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

オリエンタル設備工業　株式会社 046-221-276030493 厚木市妻田西３丁目24番34号ｵﾘｴﾝﾀﾙｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　恩田工業 813-298030401 戸塚区上矢部町2120番地の15ｵﾝﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ




