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有限会社開工業 573-812300702 鶴見区獅子ケ谷一丁目42番15号ｶｲｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　甲斐設備工業 435-400330426 港南区芹が谷一丁目30番38号ｶｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社海藤住建 933-142800670 緑区白山一丁目12番5号ｶｲﾄｳｼﾞｭｳｹﾝ

有限会社カイヌマ工業 802-802030109 泉区中田西四丁目22番11号ｶｲﾇﾏｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  角井建設 771-259811277 磯子区中原三丁目３番１７－１０３号ｶｸｲｹﾝｾﾂ

岳南建興  株式会社 333-573710242 保土ケ谷区仏向町1009番地の32ｶﾞｸﾅﾝｹﾝｺｳ

有限会社  笠原工務店 401-153110981 神奈川区新子安一丁目25番27号ｶｻﾊﾗｺｳﾑﾃﾝ

笠間工業  株式会社 891-752311086 栄区公田町1550番地ｶｻﾏｺｳｷﾞｮｳ

梶浦設備工業 044-589-695530478 川崎市川崎区渡田１丁目９番５－101号ｶｼﾞｳﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

鹿島環境設備　株式会社 044-777-144011483 川崎市中原区下小田中６丁目９番３３号ｶｼﾏｶﾝｷｮｳｾﾂﾋﾞ

鹿島道路株式会社  横浜支店 312-806211170 西区北軽井沢63番地ｶｼﾞﾏﾄﾞｳﾛﾖｺﾊﾏｼﾃﾝ

有限会社樫村工務店 881-275311384 戸塚区下倉田町1122番地ｶｼﾑﾗｺｳﾑﾃﾝ

柏木設備 0466-89-671730461 藤沢市石川３丁目31番地10ｶｼﾜｷﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社和興業 805-191130097 泉区和泉中央南五丁目3番25号ｶｽﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　カツマタ 373-738330449 神奈川区羽沢町1522番地ｶﾂﾏﾀ

株式会社加藤管工設備 042-812-891930267 相模原市南区上鶴間本町9丁目20番22
号

ｶﾄｳｶﾝｺｳｾﾂﾋﾞ

株式会社加藤組 641-754110474 西区みなとみらい二丁目２番１号　　横浜
ランドマークタワー30階

ｶﾄｳｸﾞﾐ

合資会社  加藤工業所 881-002300294 戸塚区戸塚町3983番地ｶﾄｳｺｳｷﾞﾖｳｼｮ

株式会社  加藤住設 571-104800915 鶴見区下末吉六丁目７番10－202号ｶﾄｳｼﾞｭｳｾﾂ

合資会社  カトウ商事 046-294-509030150 厚木市妻田北４丁目２番６号ｶﾄｳｼｮｳｼﾞ

有限会社  加藤水道工業所 511-059300019 鶴見区向井町２丁目70番地38ｶﾄｳｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社  加藤設備 864-020100732 戸塚区戸塚町1178番地の４ｶﾄｳｾﾂﾋﾞ
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有限会社加藤設備 042-770-001230272 相模原市緑区東橋本４丁目11番17号ｶﾄｳｾﾂﾋﾞ

株式会社  加藤設備 371-757700500 旭区市沢町649番地ｶﾄｳｾﾂﾋﾞ

株式会社  カトー工業 0466-87-177111421 藤沢市石川１丁目29番地６ｶﾄｰｺｳｷﾞｮｳ

株式会社カナエル 954-474500466 旭区鶴ケ峰本町一丁目30番23号ｶﾅｴﾙ

株式会社  神奈川管工 373-393911358 旭区鶴ケ峰二丁目27番地の2-1階ｶﾅｶﾞﾜｶﾝｺｳ

株式会社神奈川クリーンサービス 582-924111216 鶴見区駒岡四丁目５番18号ｶﾅｶﾞﾜｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ

神奈川県水道サービスセンター株式会社 046-890-187111717 横須賀市大津町１丁目18番32号ｶﾅｶﾞﾜｹﾝｽｲﾄﾞｳｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

株式会社　神奈川建築職人会 303-023811703 瀬谷区橋戸二丁目２番地の１ｶﾅｶﾞﾜｹﾝﾁｸｼｮｸﾆﾝｶｲ

株式会社  神奈川産業 716-135030153 南区井土ケ谷下町22番地７ｶﾅｶﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳ

神奈川美研工業株式会社 803-015311594 泉区和泉町7858番地ｶﾅｶﾞﾜﾋﾞｹﾝｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  神奈川保健事業社 772-143200087 金沢区鳥浜町４番地18ｶﾅｶﾞﾜﾎｹﾝｼﾞｷﾞｮｳｼｬ

有限会社　金久保工業所 803-777730448 泉区中田西二丁目17番10号ｶﾅｸﾎﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社金沢商会 0467-22-107030406 鎌倉市長谷１丁目11番14号ｶﾅｻﾞﾜｼｮｳｶｲ

有限会社  金森工業 316-591400722 西区浅間町４丁目332番地の８ｶﾅﾓﾘｺｳｷﾞｮｳ

カナレイ  株式会社 222-014000492 中区長者町２丁目５番地の18ｶﾅﾚｲ

株式会社　カナン 352-195311598 保土ケ谷区仏向町1638番地の１ｶﾅﾝ

金子工業 株式会社 479-700810995 緑区青砥町415番地　日本舗材ビル３階ｶﾈｺｺｳｷﾞﾖｳ

株式会社  金子工業所 881-310100289 戸塚区矢部町939番地ｶﾈｺｺｳｷﾞﾖｳｼｮ

金子産商  株式会社 802-834600228 泉区和泉町5952番地ｶﾈｺｻﾝｼｮｳ

株式会社  金子産商湘南 781-570700590 金沢区東朝比奈三丁目16番２号ｶﾈｺｻﾝｼｮｳｼｮｳﾅﾝ

有限会社  カパース 801-591211407 泉区和泉が丘二丁目34番17号ｶﾊﾟｰｽ

蒲工　株式会社 545-640011661 港北区北新横浜二丁目５番地12ｶﾊﾞｺｳ
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有限会社カマタエーセイ 0466-87-637730531 藤沢市遠藤3234番地の4ｶﾏﾀｴｰｾｲ

有限会社上北工業 383-081810893 神奈川区羽沢町498番地27ｶﾐｷﾀｺｳｷﾞｮｳ

有限会社上條住宅設備 303-574000796 泉区和泉町7327番地８ｶﾐｼﾞｮｳｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ

株式会社  カモシダ 931-532100273 都筑区川和町1441番地ｶﾓｼﾀﾞ

有限会社　カモシダ工業 046-274-444430486 大和市下鶴間2856番地の32ｶﾓｼﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社苅山設備 046-854-870030086 横須賀市内川１丁目２番23号ｶﾘﾔﾏｾﾂﾋﾞ

株式会社川合工業所 0463-21-067400855 平塚市馬入本町２番４号ｶﾜｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社川井設備 0466-44-090330356 藤沢市高倉549番地ｶﾜｲｾﾂﾋﾞ

有限会社  川上水道商会 501-450700007 鶴見区浜町１丁目５番地３ｶﾜｶﾐｽｲﾄﾞｳｼｮｳｶｲ

株式会社河崎設備工業 302-363500476 瀬谷区本郷一丁目50番地37ｶﾜｻｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  川下組 382-224411363 神奈川区羽沢南一丁目44番10号ｶﾜｼﾀｸﾞﾐ

株式会社  川島商事 042-723-052130004 相模原市南区鵜野森２丁目11番15号ｶﾜｼﾏｼｮｳｼﾞ

株式会社  川嶋土木 953-810611462 旭区白根二丁目７番24号ｶﾜｼﾏﾄﾞﾎﾞｸ

有限会社カワニシ 0467-38-515730528 茅ヶ崎市芹沢853番地ｶﾜﾆｼ

有限会社　カワビエンジニアリング 951-820330223 旭区白根三丁目27番９号　ベルグリーン
A101号

ｶﾜﾋﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

有限会社  川辺工業 044-833-453800861 川崎市高津区久地１丁目４番11号ｶﾜﾍﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  河辺設備 730-312730144 南区中里四丁目26番９号ｶﾜﾍﾞｾﾂﾋﾞ

川又電機工事  株式会社 044-277-383400961 川崎市川崎区観音２丁目９番３号ｶﾜﾏﾀﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ

川本工業  株式会社 662-259000102 中区寿町２丁目５番地１ｶﾜﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ

株式会社環境造園 459-995511259 神奈川区羽沢町１１１９番地１９ｶﾝｷｮｳｿﾞｳｴﾝ

環境装備　株式会社　横浜事業所 744-621100967 瀬谷区瀬谷二丁目44番地の１ｶﾝｷｮｳｿｳﾋﾞﾖｺﾊﾏｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

有限会社　環建設 046-847-352330396 横須賀市粟田１丁目26番９号ｶﾝｹﾝｾﾂ
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有限会社神大設備工業 0466-87-783030609 藤沢市石川６丁目11番地６ｶﾝﾀﾞｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　函東建設工業 301-973711599 瀬谷区瀬谷六丁目19番地の49ｶﾝﾄｳｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ

関東工業  株式会社 984-320100255 緑区長津田二丁目20番３号ｶﾝﾄｳｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  関東水理工業 953-048011192 旭区川井宿町165番地の１ｶﾝﾄｳｽｲﾘｺｳｷﾞｮｳ

関東設備有限会社 0463-55-289611478 平塚市田村４丁目19番20号ｶﾝﾄｳｾﾂﾋﾞ

株式会社カンパイ 548-819130434 神奈川区三枚町248番地６ｶﾝﾊﾟｲ

有限会社  神原興業 943-153611452 都筑区荏田東三丁目２番３号ｶﾝﾊﾞﾗｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  菊地建設興業 046-269-932400883 大和市渋谷八丁目14番地11ｷｸﾁｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  菊池工務店 044-911-460400998 川崎市多摩区登戸新町190-2ｷｸﾁｺｳﾑﾃﾝ

菊永建設　株式会社 042-711-820411527 相模原市南区下溝3065番地の１ｷｸﾅｶﾞｹﾝｾﾂ

岸本建設  株式会社 625-964111441 中区小港町３丁目190番地の６ｷｼﾓﾄｹﾝｾﾂ

有限会社北海松原工務店 842-650211736 港南区港南中央通２番21号ｷﾀｳﾐﾏﾂﾊﾞﾗｺｳﾑﾃﾝ

北田建設  株式会社 761-775111318 港北区新吉田東三丁目39番10号ｷﾀﾀﾞｹﾝｾﾂ

有限会社  北見設備 804-107300787 泉区中田西三丁目15番７号ｷﾀﾐｾﾂﾋﾞ

株式会社きたむら園 851-556610899 戸塚区東俣野町1231番地ｷﾀﾑﾗｴﾝ

有限会社　吉川設備 931-853430307 緑区鴨居六丁目９番17-3号ｷｯｶﾜｾﾂﾋﾞ

有限会社  キムラ総合設備 431-095100576 神奈川区松見町１丁目32番地の４ｷﾑﾗｾﾂﾋﾞ

株式会社  キメダ設備 983-351400449 緑区長津田町2183番地の７ｷﾒﾀﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社 キャプティ 440-082900594 神奈川区守屋町３丁目９番13号ｷｬﾌﾟﾃｨ

QSOインダストリアル株式会社 546-858030607 港北区綱島東五丁目８番30号ｷｭｰｴｽｵｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ

株式会社　共栄建設 0463-59-811811606 平塚市下吉沢468番地７ｷｮｳｴｲｹﾝｾﾂ

共栄産業株式会社 843-100600127 港南区日野中央二丁目36番25号ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ
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株式会社　共栄社 681-064111494 中区住吉町２丁目２４番地ｷｮｳｴｲｼｬ

協伸工業　有限会社 044-544-671930328 川崎市幸区小向西町４丁目57番地ｷｮｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  共信住設 251-916600833 南区八幡町18番地２ｷｮｳｼﾝｼﾞｭｳｾﾂ

有限会社共伸設備 934-668030075 緑区三保町2461番地７ｷｮｳｼﾝｾﾂﾋﾞ

株式会社キョウシン設備 295-020630612 神奈川区羽沢南一丁目33番８号ｷｮｳｼﾝｾﾂﾋﾞ

有限会社  協伸設備工業 0467-44-337200958 鎌倉市寺分１丁目25番７号ｷｮｳｼﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  協同清美 351-110000812 保土ケ谷区今井町859番地ｷｮｳﾄﾞｳｾｲﾋﾞ

株式会社　協同設備工業　川崎営業所 044-455-650211639 川崎市多摩区菅3丁目11番3号　エステ稲
田堤304

ｷｮｳﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ ｶﾜｻｷｴｲｷﾞｮｳｼｮ

共和興業　株式会社　工事部 251-069830572 中区末吉町１丁目２１番地ｷｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳ ｺｳｼﾞﾌﾞ

株式会社  協和日成  神奈川支店 044-829-331600061 川崎市高津区末長４丁目７番８号ｷｮｳﾜﾆｯｾｲｶﾅｶﾞﾜｼﾃﾝ

株式会社　ギョクシン工業 0463-36-252230355 平塚市根坂間293番地の２ｷﾞｮｸｼﾝｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  清田工業　神奈川営業所 730-639100026 保土ケ谷区岩井町87番地ｷﾖﾀｺｳｷﾞｮｳｶﾅｶﾞﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ

株式会社桐ケ谷工業所 461-047130593 神奈川区東神奈川二丁目49番地16ｷﾘｶﾞﾔｺｳｷﾞｮｳｼｮ

喜立建設  有限会社 0463-36-911711303 平塚市南原１丁目１２番１号ｷﾘｭｳｹﾝｾﾂ

株式会社  錦光園 592-521711337 都筑区早渕一丁目25番38号ｷﾝｺｳｴﾝ

有限会社  串田設備 935-534500731 緑区鴨居町2544番地ｸｼﾀﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社  久島工業 042-756-433730247 相模原市南区大野台３丁目22番29号ｸｼﾏｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　くすのき建設 374-590430318 港南区日野五丁目31番8号ｸｽﾉｷｹﾝｾﾂ

工藤企画サービス 042-707-051630521 相模原市中央区光が丘2丁目28番11号ｸﾄﾞｳｷｶｸｻｰﾋﾞｽ

工藤建設  株式会社 911-530010341 青葉区新石川四丁目33番地の10ｸﾄﾞｳｹﾝｾﾂ

邦貞工業  株式会社 333-645100173 保土ケ谷区星川三丁目22番10号ｸﾆｻﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  クニマツ工業 853-026900806 戸塚区影取町160番地の１ｸﾆﾏﾂｺｳｷﾞｮｳ
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株式会社  久保田建設 922-988711141 緑区三保町234番地ｸﾎﾞﾀｹﾝｾﾂ

株式会社熊谷設備 0465-83-373230610 足柄上郡大井町金子1764番地１　横山モ
カール102

ｸﾏｶﾞｲｾﾂﾋﾞ

株式会社グラウンドカヴァ 442-851211714 保土ケ谷区西谷二丁目１番１号　ユナイト
西谷ロンバルディアの杜107

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｶｳﾞｧ

株式会社クラシアン 北横浜支社 943-030000859 都筑区平台１番20号　ルネス・レヴ―ル１
階

ｸﾗｼｱﾝ  ｷﾀﾖｺﾊﾏｼｼｬ

株式会社　ＣＲＡＦＴ－Ｋ 939-565411432 都筑区池辺町4423番地４ｸﾗﾌﾄｹｲ

株式会社栗原工務店 951-003510521 旭区今宿西町472番地ｸﾘﾊﾗｺｳﾑﾃﾝ

栗原設備 442-468911735 瀬谷区南瀬谷一丁目４番地８ｸﾘﾊﾗｾﾂﾋﾞ

有限会社　グローバンス 719-275011660 旭区善部町99番地１　杉山第一ビル３Fｸﾞﾛｰﾊﾞﾝｽ

株式会社  ケイ・ツゥー・ワン 921-707011278 青葉区さつきが丘15番地9　ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ第２
青葉台404

ｹｲ･ﾂｳｰ･ﾜﾝ

ケイ・アイ工業 532-322300264 青葉区柿の木台13番地の12ｹｲｱｲｺｳｷﾞｮｳ

ケイ・エス・ケイ  株式会社 712-541100759 保土ケ谷区狩場町295番地ｹｲｴｽｹｲ

株式会社　ケイエス設計 290-326630562 神奈川区反町１－６－１　川口ビル302ｹｲｴｽｾｯｹｲ

株式会社恵工業 513-351211734 戸塚区小雀町28番地ｹｲｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  ケイズ設備 929-328800835 緑区鴨居町2528番地ｹｲｽﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社　ケイズホームサービス 046-281-885430459 厚木市上依知2586番地10ｹｲｽﾞﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ

恵積興業  株式会社 303-162700673 瀬谷区本郷一丁目22番地ｹｲｾｷｺｳｷﾞﾖｳ

株式会社　ケイセツ 303-547011652 瀬谷区宮沢三丁目22番15号ｹｲｾﾂ

有限会社ケイティ工業 433-930100819 神奈川区神之木台38番４号ｹｲﾃｨｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  京浜設備工業所 321-319200037 神奈川区上反町２丁目26番地15ｹｲﾋﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

啓友設備  株式会社 044-854-009711299 川崎市宮前区東有馬２丁目12番2号ｹｲﾕｳｾﾂﾋﾞ

株式会社Ｋ．Ｙ．Ｓ 301-394911477 瀬谷区橋戸三丁目26番地22ｹｰ･ﾜｲ･ｴｽ

有限会社　KSY 520-954530561 神奈川区白幡上町38番22号ｹｰｴｽﾜｲ
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建昇株式会社 0465-20-901511731 小田原市千代249番地16ｹﾝｼｮｳ

株式会社　建新 046-827-648511676 横須賀市小川町26番地９ｹﾝｼﾝ

株式会社　ケンセイ 046-240-107711607 大和市渋谷四丁目５番地３ｹﾝｾｲ

有限会社  ケンボス 0467-54-724430238 茅ヶ崎市高田４丁目13番８号ｹﾝﾎﾞｽ

建友商工  株式会社 046-269-170030018 大和市下和田819番地ｹﾝﾕｳｼｮｳｺｳ

株式会社　小池設備 042-754-818130573 相模原市南区西大沼１－18－２ｺｲｹｾﾂﾋﾞ

株式会社　小泉建設 0466-22-771430389 藤沢市柄沢二丁目39番地２ｺｲｽﾞﾐｹﾝｾﾂ

株式会社小泉水道工務店 621-055700071 中区千代崎町４丁目97番地12ｺｲｽﾞﾐｽｲﾄﾞｳｺｳﾑﾃﾝ

有限会社  小糸設備 042-798-625430149 相模原市南区下溝1039番地の6ｺｲﾄｾﾂﾋﾞ

有限会社　興亜工業 046-828-722230579 横須賀市安浦２丁目11番地15　105ｺｳｱｺｳｷﾞｮｳ

株式会社興栄建設 952-070311380 旭区今宿東町875番地９ｺｳｴｲｹﾝｾﾂ

紘永工業　株式会社 826-114530483 戸塚区柏尾町191番地の２ｺｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ

興栄工業  株式会社 573-343400024 鶴見区獅子ケ谷一丁目56番８号ｺｳｴｲｺｳｷﾞﾖｳ

株式会社康栄社 753-862030068 磯子区西町３番３号ｺｳｴｲｼｬ

株式会社  高栄設備工業 304-897800849 瀬谷区瀬谷五丁目20番地６ｺｳｴｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　光賢機構　相模原支店 042-780-812011674 相模原市緑区長竹2659－１ｺｳｹﾝｷｺｳ ｻｶﾞﾐﾊﾗｼﾃﾝ

功将　株式会社 0463-77-157730543 秦野市南矢名1745番地の2ｺｳｼｮｳ

株式会社　晃真工業 0467-87-233530455 茅ヶ崎市萩園1599番地１ｺｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ

興信工業  株式会社 241-545400065 西区伊勢町２丁目95番地ｺｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　光信設備 349-607030549 瀬谷区下瀬谷一丁目37番地49ｺｳｼﾝｾﾂﾋﾞ

株式会社　航晴社 811-866630457 戸塚区名瀬町2170番地ｺｳｾｲｼｬ

有限会社国府田設備 044-888-846111376 川崎市高津区梶ケ谷６丁目13番地71ｺｳﾀﾞｾﾂﾋﾞ
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株式会社  光電社 251-156000493 中区富士見町３番地の７ｺｳﾃﾞﾝｼｬ

株式会社  港南植木ガーデン 844-112810713 港南区港南三丁目15番６号ｺｳﾅﾝｳｴｷｶﾞｰﾃﾞﾝ

河野建設株式会社 563-500510524 港北区日吉本町二丁目47番27号ｺｳﾉｹﾝｾﾂ

航優技巧　株式会社 532-519030541 都筑区茅ヶ崎東五丁目120番ｺｳﾕｳｷﾞｺｳ

光陽機械  株式会社 591-122300249 都筑区東山田町1426番地ｺｳﾖｳｷｶｲ

髙和管設株式会社 783-568900469 金沢区六浦南四丁目14番９号ｺｳﾜｶﾝｾﾂ

興和工業  株式会社 362-006400393 旭区中沢三丁目55番17号ｺｳﾜｺｳｷﾞｮｳ

幸和設備  株式会社 983-439100484 緑区十日市場町850番地の３ｺｳﾜｾﾂﾋﾞ

有限会社  宏和設備 842-529111394 港南区上大岡東二丁目１番37号ｺｳﾜｾﾂﾋﾞ

株式会社コーシン 811-482500455 泉区岡津町2235番地ｺｰｼﾝ

有限会社　コーユー 0465-85-310811650 足柄上郡開成町吉田島2458-3ｺｰﾕｰ

株式会社小酒井工業 741-256000634 南区六ツ川三丁目40番地３ｺｻﾞｶｲｺｳｷﾞｮｳ

越沢設備工業　株式会社 823-755700164 港南区東芹が谷10番８号ｺｼｻﾞﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社こじま設備 951-511311474 旭区今宿西町373番地８ｺｼﾞﾏｾﾂﾋﾞ

小島造園 株式会社 301-606611233 瀬谷区中屋敷二丁目31番地４ｺｼﾞﾏｿﾞｳｴﾝ

小雀建設  株式会社 851-364610377 戸塚区小雀町129番地の３ｺｽｽﾞﾒｹﾝｾﾂ

五代工業株式会社 852-573100487 戸塚区東俣野町1031番地１ｺﾞﾀﾞｲｺｳｷﾞｮｳ

児玉住設 959-543530464 旭区上白根二丁目31番２号ｺﾀﾞﾏｼﾞｭｳｾﾂ

有限会社  後藤設備 939-329800970 緑区三保町885番地の４ｺﾞﾄｳｾﾂﾋﾞ

後藤設備  有限会社 046-852-469730045 横須賀市公郷町６丁目20番地ｺﾞﾄｳｾﾂﾋﾞ

株式会社 コトブキ 372-135330091 保土ケ谷区川島町1569番地５ｺﾄﾌﾞｷ

株式会社コナガヤ 459-510111671 旭区中白根三丁目608番地３ｺﾅｶﾞﾔ
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株式会社　コバプロ 811-321930439 泉区新橋町1230番地ｺﾊﾞﾌﾟﾛ

小浜設備工業株式会社 933-209130012 緑区寺山町917番地の10ｺﾊﾏｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  小林園 361-195711339 瀬谷区阿久和南二丁目17番地の２ｺﾊﾞﾔｼｴﾝ

株式会社  小林欽也工務店 823-113310860 戸塚区舞岡町226番地ｺﾊﾞﾔｼｷﾝﾔｺｳﾑﾃﾝ

小林建設林産  株式会社 981-455310361 緑区十日市場町832番地の３ｺﾊﾞﾔｼｹﾝｾﾂﾘﾝｻﾝ

小林住設 046-871-131030253 逗子市池子２丁目20番7ｰ725号ｺﾊﾞﾔｼｼﾞｭｳｾﾂ

有限会社コマキ住設 046-848-975630623 横須賀市粟田２丁目38番２号ｺﾏｷｼﾞｭｳｾﾂ

株式会社  小俣組 251-370710134 南区新川町５丁目28番地ｺﾏﾀｸﾞﾐ

株式会社  小松工業 302-183900320 瀬谷区下瀬谷一丁目31番地の10ｺﾏﾂｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　コヤマ住設 540-328130564 港北区新羽町936　ヴェリタ大倉山307ｺﾔﾏｼﾞｭｳｾﾂ

株式会社  小山商会 042-778-103100848 相模原市中央区上溝347番８ｺﾔﾏｼｮｳｶｲ

株式会社  小山設備 511-028600015 鶴見区本町通３丁目167番地２ｺﾔﾏｾﾂﾋﾞ

株式会社  近藤水道 481-456600491 神奈川区片倉二丁目36番19号ｺﾝﾄﾞｳｽｲﾄﾞｳ

株式会社　近藤設備工業 046-897-562630499 横須賀市光風台4番６号ｺﾝﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  近藤設備工業所 373-430500194 旭区三反田町164番地ｺﾝﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社今野住設 0467-77-934711653 綾瀬市落合南５丁目２番66号ｺﾝﾉｼﾞｭｳｾﾂ

株式会社今野設備 473-337700555 港北区新横浜一丁目26番地13ｺﾝﾉｾﾂﾋﾞ

有限会社　今野設備工業所 0466-28-115130357 藤沢市村岡東３丁目５番地の６ｺﾝﾉｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ




