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斎久工業株式会社  横浜支店 264-816110883 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29階

ｻｲｷｭｳｺｳｷﾞｮｳ ﾖｺﾊﾏｼﾃﾝ

Ｃｙclone＆Ｃｏ． 090-2911-784811585 金沢区並木一丁目3番2-207号ｻｲｸﾛﾝｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ

有限会社  齋藤工事 302-485300954 瀬谷区下瀬谷二丁目７番地の５ｻｲﾄｳｺｳｼﾞ

有限会社  斉藤水道工業 911-013300276 青葉区新石川一丁目34番地の６ｻｲﾄｳｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ

齋藤設備 046-242-546530359 厚木市下荻野563番地の18ｻｲﾄｳｾﾂﾋﾞ

有限会社齋藤設備工業所 572-002600337 鶴見区東寺尾一丁目７番15号ｻｲﾄｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社SAIN 352-789630525 磯子区田中一丁目26番4号ｻｲﾝ

有限会社  さかい管工 044-777-108400964 川崎市高津区蟹ケ谷258番地の７ｻｶｲｶﾝｺｳ

株式会社  坂井工業所 543-667630203 港北区樽町一丁目20番１号ｻｶｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社　坂井工業 0467-32-133830289 鎌倉市笛田２丁目13番２号ｻｶｲｺｷﾞｮｳ

有限会社  酒井水道工業 901-265500532 青葉区元石川町4222番地ｻｶｲｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  さかい設備 046-252-009130257 相模原市南区磯部180番地の７ｻｶｲｾﾂﾋﾞ

有限会社  酒井設備工事 922-283100279 緑区霧が丘六丁目２番地の２ｻｶｲｾﾂﾋﾞｺｳｼﾞ

有限会社  栄工業 046-279-545000977 大和市上和田1071番地の18ｻｶｴｺｳｷﾞｮｳ

株式会社サカエテック 771-007730134 磯子区栗木二丁目31番12号ｻｶｴﾃｯｸ

サカキ設備 0466-53-755330412 藤沢市渡内３丁目９番19号ｻｶｷｾﾂﾋﾞ

佐賀工業  有限会社 661-042400799 中区大芝台４番地ｻｶﾞｺｳｷﾞｮｳ

サカタのタネグリーンサービス株式会社 945-882811711 都筑区仲町台三丁目５番７号　第三セキ
ビル

ｻｶﾀﾉﾀﾈｸﾞﾘﾝｻｰﾋﾞｽ

相模工務店 771-806600209 磯子区中原四丁目24番13号ｻｶﾞﾐｺｳﾑﾃﾝ

相模設備工業  株式会社 651-216100672 中区山下町188番地ｻｶﾞﾐｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  坂本興業 391-166610250 旭区本村町97番地１ｻｶﾓﾄｺｳｷﾞﾖｳ

株式会社  坂本商会 044-752-056030038 川崎市中原区下小田中６丁目９番33号ｻｶﾓﾄｼｮｳｶｲ
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有限会社坂本水道 331-173600711 保土ケ谷区坂本町284番地ｻｶﾓﾄｽｲﾄﾞｳ

サガラ建設　株式会社 261-614630392 西区戸部町４丁目128番地の１ｻｶﾞﾗｹﾝｾﾂ

株式会社佐久間建設 046-281-955730420 厚木市山際67番地１ｻｸﾏｹﾝｾﾂ

さくま住設工業 591-908330538 都筑区早渕一丁目11番28号ｻｸﾏｼﾞｭｳｾﾂｺｳｷﾞｮｳ

櫻井造園土木  株式会社 954-229911305 旭区今宿一丁目３６番１１号ｻｸﾗｲｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

株式会社  サクラ設備 802-273011419 泉区和泉町18番地１ｻｸﾗｾﾂﾋﾞ

さくら設備工業  株式会社 470-333100738 神奈川区菅田町923番地ｻｸﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

佐々木設備工業　株式会社 046-845-904011582 横須賀市ハイランド２丁目14番9号ｻｻｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社佐々木設備工業 934-005500553 緑区三保町2753番地７ｻｻｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

薩摩管工業  有限会社 844-549230022 港南区野庭町2384番地ｻﾂﾏｶﾝｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  佐藤組 843-453011442 港南区野庭町562番地の14ｻﾄｳｸﾞﾐ

佐藤工業 046-856-396211584 横須賀市長井５丁目10番30号ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  佐藤工業所 044-877-475100854 川崎市宮前区宮前平３丁目10番地９ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  佐藤工業所 531-117000243 港北区高田東四丁目11番21号ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ

佐藤工業所 753-216100208 磯子区岡村五丁目４番６号ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社　佐藤工務店 241-484330580 西区東久保町35－32ｻﾄｳｺｳﾑﾃﾝ

有限会社佐藤住設工業 304-180330108 泉区上飯田町4685番地６ｻﾄｳｼﾞｭｳｾﾂｺｳｷﾞｮｳ

佐藤設備 044-980-135730322 川崎市麻生区白鳥１丁目19番15号ｻﾄｳｾﾂﾋﾞ

有限会社  佐藤設備工業所 481-141500041 神奈川区六角橋六丁目25番19号ｻﾄｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社　サトー建設 532-937411665 都筑区東方町862番地ｻﾄｰｹﾝｾﾂ

真田重機  有限会社 373-988711458 保土ケ谷区上菅田町222番地の１　松野
ビル201

ｻﾅﾀﾞｼﾞｭｳｷ

有限会社  佐野工業所 361-077800316 瀬谷区阿久和西一丁目11番地の８ｻﾉｺｳｷﾞｮｳｼｮ
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有限会社  佐野設備 474-370600675 神奈川区菅田町2608番地の11ｻﾉｾﾂﾋﾞ

有限会社佐野設備工業 042-769-592530535 相模原市中央区上矢部2丁目24番37号　
フレグランスB201

ｻﾉｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　サムズ 922-573330350 緑区霧が丘三丁目13番地の８ｻﾑｽﾞ

有限会社猿渡設備工業所　神奈川事業所 090-1737-335611733 港北区新吉田東四丁目10番９号１ｻﾙﾜﾀﾘｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ ｶﾅｶﾞﾜｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

株式会社　沢設備工業所 508-941211516 緑区三保町2595番地の8ｻﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  三栄配管工業所 301-543100839 瀬谷区相沢六丁目47番地１ｻﾝｴｲﾊｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社  サンエーサンクス 0467-75-211130217 高座郡寒川町倉見968番地の１ｻﾝｴｰｻﾝｸｽ

株式会社　サンエクステリア 046-854-511730585 横須賀市太田和１丁目６番９号ｻﾝｴｸｽﾃﾘｱ

三起  株式会社 921-297200586 瀬谷区上瀬谷町32番地の２ｻﾝｷ

三輝建設　株式会社 891-637011666 栄区小山台二丁目29－５ｻﾝｷｹﾝｾﾂ

株式会社  三恊 320-167700053 西区平沼二丁目７番23号ｻﾝｷｮｳ

株式会社  三共 811-541100584 泉区新橋町125番地の８ｻﾝｷｮｳ

株式会社  三共工業 261-738000933 南区前里町２丁目42番地　矢沢ビル5Ｆｻﾝｷｮｳｺｳｷﾞｮｳ

三共住販株式会社 832-818130523 港南区港南台一丁目10番2号ｻﾝｷｮｳｼﾞｭｳﾊﾝ

株式会社  サン工営 044-954-190130261 川崎市麻生区王禅寺西３丁目１番３号ｻﾝｺｳｴｲ

有限会社三高商会 046-234-014530281 海老名市中新田２丁目17番29号ｻﾝｺｳｼｭｳｶｲ

有限会社  サンコー設備 303-553400714 瀬谷区南台一丁目８番地の１ｻﾝｺｰｾﾂﾋﾞ

三親工業  株式会社 042-752-211000880 相模原市中央区淵野辺１丁目９番17号ｻﾝｼﾝｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  サンスイ工業 0467-51-715130209 茅ヶ崎市赤羽根448番地の５ｻﾝｽｲｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　ＳＡＮＤＡＩ 0466-54-775130321 藤沢市善行６丁目３番31号ｻﾝﾀﾞｲ

有限会社  サンダイ 042-764-177030167 相模原市緑区下九沢1560番地1ｻﾝﾀﾞｲ

有限会社　サンデン 0467-53-110430504 茅ヶ崎市行谷288番地の５ｻﾝﾃﾞﾝ
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株式会社  サンヒーティング 0467-53-334000926 茅ヶ崎市赤羽根369番地の３ｻﾝﾋｰﾃｨﾝｸﾞ

三豊エンジニヤリング  株式会社 712-777100172 保土ケ谷区狩場町169番地の125ｻﾝﾎﾟｳｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ

サンメンテナンス　株式会社 0466-36-734811683 藤沢市辻堂太平台一丁目12番13号ｻﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ

株式会社　サンユウ 620-091611656 神奈川区六角橋二丁目16番７号　ローズ
クォーツ１F

ｻﾝﾕｳ

有限会社三裕企業 593-844330106 都筑区勝田町368番地９ｻﾝﾕｳｷｷﾞｮｳ

三洋設備産業  株式会社 713-342200438 南区六ツ川二丁目40番地ｻﾝﾖｳｾﾂﾋﾞｻﾝｷﾞｮｳ

株式会社　山陽ポンプ工業所 584-000130285 鶴見区駒岡二丁目13番９号ｻﾝﾖｳﾎﾟﾝﾌﾟｺｳｷﾞｮｳｼｮ

サンランド　株式会社 910-542230554 都筑区荏田東町4439番地２ｻﾝﾗﾝﾄﾞ

株式会社　サンリフレホールディングス　横浜工事部 834-724111336 港北区新羽町793番地の２ｻﾝﾘﾌﾚﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾖｺﾊﾏｺｳｼﾞﾌﾞ

三和工業  株式会社 320-103000857 西区平沼一丁目33番７号ｻﾝﾜｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  山和設備 593-350000447 都筑区大棚町656番地の１ｻﾝﾜｾﾂﾋﾞ

有限会社シーティマツザキ 520-367711622 旭区今宿西町387番地の30ｼｰﾃｨﾏﾂｻﾞｷ

有限会社　シールート工業 042-711-924630545 相模原市中央区田名塩田2丁目21番9号ｼｰﾙｰﾄｺｳｷﾞｮｳ

ジェイ・アイ設備  神奈川営業所 0465-20-436730208 足柄下郡湯河原町宮下752-36ｼﾞｪｲｱｲｾﾂﾋﾞｶﾅｶﾞﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ

株式会社　ジェイプラン　大和営業所 046-276-915111610 大和市つきみ野5丁目18番2号ﾚｸｾﾙﾏﾝ
ｼｮﾝつきみ野304

ｼﾞｪｲﾌﾟﾗﾝ ﾔﾏﾄｴｲｷﾞｮｳｼｮ

株式会社ジェス 981-720900429 緑区長津田町2966番地ｼﾞｪｽ

株式会社シオン設備 813-211830410 泉区中田南二丁目27番11号ｼｵﾝｾﾂﾋﾞ

有限会社  シチグ設備工業 382-788430249 保土ケ谷区川島町651番地の1-303ｼﾁｸﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　シティスケープ 474-565530398 港北区新横浜二丁目14番地の30ｼﾃｨｽｹｰﾌﾟ

有限会社篠崎商店 361-912200622 旭区本村町96番地ｼﾉｻﾞｷｼｮｳﾃﾝ

有限会社  柴崎工業所  横浜支店 803-980800608 泉区和泉町5733番地１ｼﾊﾞｻﾞｷｺｳｷﾞﾖｳｼｮﾖｺﾊﾏｼﾃﾝ

有限会社  柴田工務店 323-160300040 神奈川区反町３丁目23番地17ｼﾊﾞﾀｺｳﾑﾃﾝ



横浜市排水設備指定工事店一覧（５０音順） 2023/03/01 さ行

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。

有限会社シビルエンジニアリング 810-005911626 泉区池の谷3903番地の2ｼﾋﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

株式会社渋谷興業 831-327300344 港南区港南台九丁目29番５号ｼﾌﾞﾔｺｳｷﾞｮｳ

清水建設  株式会社  横浜支店 253-221110118 中区吉田町65番地ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂﾖｺﾊﾏｼﾃﾝ

志水工業株式会社 301-588500457 瀬谷区瀬谷二丁目43番地11ｼﾐｽﾞｺｳｷﾞﾖｳ

有限会社  清水設備 044-811-191930207 川崎市高津区溝口４丁目２番15号ｼﾐｽﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社　清水設備 410-731530503 戸塚区前田町516番地の13ｼﾐｽﾞｾﾂﾋﾞ

有限会社  清水土建 381-012410638 保土ケ谷区新井町458番地の８ｼﾐｽﾞﾄﾞｹﾝ

株式会社　シムラ 044-750-043330479 川崎市宮前区初山１丁目24番10号ｼﾑﾗ

有限会社  下恩田商事設備社 983-041900278 青葉区田奈町46番地の６ｼﾓｵﾝﾀﾞｼｮｳｼﾞｾﾂﾋﾞｼｬ

株式会社　シモダ建設 0466-48-560811675 藤沢市宮原1310番地の２ｼﾓﾀﾞｹﾝｾﾂ

株式会社下田商会 0463-22-026200789 平塚市四之宮二丁目３番72号ｼﾓﾀﾞｼｮｳｶｲ

株式会社住設工業カワベ 0466-53-711411619 藤沢市石川３丁目12番地５ｼﾞｭｳｾﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾜﾍﾞ

修都　株式会社 046-210-488711651 大和市上草柳７丁目10番38－２号ｼｭｳﾄ

株式会社　秀和 046-206-540630473 大和市西鶴間四丁目12番36-309号ｼｭｳﾜ

有限会社  ジュヨウ 938-611930174 緑区三保町1384番地ｼﾞｭﾖｳ

株式会社　春峰園 783-800911611 金沢区釜利谷東八丁目３番20号　ｼｭﾝﾎﾟｳｴﾝ

有限会社正一設備 431-390800625 港北区篠原町1338番地２ｼｮｳｲﾁｾﾂﾋﾞ

株式会社　上栄工業　川崎営業所 044-201-742111654 川崎市川崎区大島４丁目１－17ｼﾞｮｳｴｲｺｲｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  勝栄工業 0467-74-373300930 高座郡寒川町田端1177番地ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ

紫洋建設　株式会社 443-621130482 戸塚区俣野町1403番地　18号棟701号室ｼﾖｳｹﾝｾﾂ

株式会社  昌工 224-412300763 中区寿町２丁目６番地の２ｼｮｳｺｳ

庄司設備　株式会社 042-812-807811641 相模原市緑区城山１丁目13番17号ｼｮｳｼﾞｾﾂﾋﾞ
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株式会社　城新 362-219330454 旭区中沢一丁目40番６号ｼﾞｮｳｼﾝ

有限会社  ショウ設備工業 373-535900691 保土ケ谷区上菅田町415番地の13ｼｮｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞﾖｳ

株式会社　湘南ウォーターワークス 0467-26-335030574 茅ヶ崎市下町屋１－４－２ｼｮｳﾅﾝｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽ

株式会社湘南工業 0467-54-189911716 茅ヶ崎市松林２丁目８番５－２号ｼｮｳﾅﾝｺｳｷﾞｮｳ

株式会社匠龍工業 0466-52-594130533 藤沢市用田208番地の2ｼｮｳﾘｭｳｺｳｷﾞｮｳ

昌和建設工業株式会社 046-849-343011055 横須賀市粟田２丁目９番18号ｼｮｳﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  昭和工業 881-363600285 戸塚区戸塚町4668番地ｼｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳ

株式会社JOWA住設 042-852-716030596 相模原市中央区上溝1353番地16ｼﾞｮｳﾜｼﾞｭｳｾﾂ

有限会社ジョーセツ 628-982111424 神奈川区反町２丁目14番地１　マジョリ
ティービル１F

ｼﾞｮｰｾﾂ

株式会社  城口研究所  横浜支店 681-817400096 中区太田町４丁目55番地　横浜馬車道ビ
ル

ｼﾛｸﾞﾁｹﾝｷｭｳｼﾞｮﾖｺﾊﾏｼﾃﾝ

新栄建設株式会社 421-118510462 神奈川区西神奈川一丁目18番地９ｼﾝｴｲｹﾝｾﾂ

株式会社真栄工業　本社 642-417511738 都筑区牛久保東二丁目25番６号ｼﾝｴｲｺｳｷﾞｮｳ ﾎﾝｼｬ

株式会社  伸栄興業所 641-559700588 中区石川町３丁目105番地の18ｼﾝｴｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社　伸栄工事 044-588-734430297 川崎市幸区南加瀬４丁目16番32号ｼﾝｴｲｺｳｼﾞ

新栄重機土木  株式会社 712-353511058 南区永田北三丁目40番12号ｼﾝｴｲｼﾞｭｳｷﾄﾞﾎﾞｸ

神管設備  有限会社 952-178300204 旭区白根一丁目20番３号ｼﾝｶﾝｾﾂﾋﾞ

株式会社新木工業 042-711-957930600 相模原市南区当麻1034番地ｼﾝｷｺｳｷﾞｮｳ

新光建設  株式会社 421-124110992 港北区大豆戸町359番地ｼﾝｺｳｹﾝｾﾂ

株式会社　真功工業 711-608130563 南区永田東二丁目40番10号ｼﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  伸興設備 801-565600324 泉区上飯田町3987番地ｼﾝｺｳｾﾂﾋﾞ

有限会社　シンコウ設備工業 891-524211642 栄区鍛冶ケ谷町316番地10ｼﾝｺｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

新興電設工業　株式会社 241-771111662 西区戸部町二丁目46番地１ｼﾝｺｳﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ
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有限会社シンコー液化ガス 046-274-063511741 大和市中央林間１丁目６番２号ｼﾝｺｰｴｷｶｶﾞｽ

新崎住設株式会社 323-127900478 神奈川区三ツ沢中町５番15号ｼﾝｻﾞｷｼﾞｭｳｾﾂ

株式会社  シンサナミ 952-115100200 旭区鶴ケ峰二丁目５番地ｼﾝｻﾅﾐ

株式会社  新世 847-077710956 港南区日野九丁目26番２号ｼﾝｾｲ

新生設計 342-912511589 瀬谷区宮沢二丁目2９番地６号ｼﾝｾｲｾｯｹｲ

有限会社　シンセツ 0463-83-663630388 秦野市平沢233番地の１ｼﾝｾﾂ

有限会社　信設計事務所 852-667830496 戸塚区深谷町1252番地13　ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ3-
210

ｼﾝｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ

有限会社新設備 044-599-935100836 川崎市幸区南加瀬３丁目8番32号ｼﾝｾﾂﾋﾞ

神中工業  株式会社 711-146300144 南区井土ケ谷下町18番地ｼﾞﾝﾁｭｳｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  シントー企画 806-075830186 泉区和泉町7877番地ｼﾝﾄｰｷｶｸ

株式会社　信南 360-721711529 旭区中希望が丘94番地の55ｼﾝﾅﾝ

有限会社  神保風呂桶店 731-498410155 南区六ツ川一丁目264番地ｼﾞﾝﾎﾞﾌﾛｵｹﾃﾝ

株式会社新明工事 470-334411643 神奈川区菅田町2714番地18ｼﾝﾒｲｺｳｼﾞ

株式会社　進友建設 515-203011520 栄区長倉町２番17-2号ｼﾝﾕｳｹﾝｾﾂ

株式会社  信友建設 860-261510684 戸塚区鳥が丘12番地の１ｼﾝﾕｳｹﾝｾﾂ

有限会社  信葉設備工業 722-455930213 中区千代崎町４丁目94番地の86　ピュア
ハウス千代崎203

ｼﾝﾖｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社シンライ 046-259-602711720 座間市栗原中央３丁目31番７号ソネアー
ク２ＦＡ

ｼﾝﾗｲ

新和建設株式会社 772-217610763 磯子区氷取沢町361番地ｼﾝﾜｹﾝｾﾂ

親和興業  株式会社 301-571111005 瀬谷区中央16番地20ｼﾝﾜｺｳｷﾞｮｳ

進和工業　株式会社 042-757-152630313 相模原市中央区共和３丁目４番５号ｼﾝﾜｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　水工 046-240-088230441 大和市福田１丁目６番地７　第一田辺ビル
2F

ｽｲｺｳ

株式会社  スイコウ 962-901300744 青葉区奈良町2533番地14ｽｲｺｳ
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株式会社水江社 0466-52-440730407 藤沢市村岡東４丁目16番地24ｽｲｺｳｼｬ

株式会社　水巧舎 801-977730511 泉区上飯田町499番地２ｽｲｺｳｼｬ

株式会社  スイシン 351-220600778 保土ケ谷区新桜ケ丘一丁目36番23号ｽｲｼﾝ

有限会社　スイ・スイ 459-980030443 神奈川区羽沢町1522ｽｲｽｲ

株式会社　水和設備　 042-711-796211633 相模原市南区古渕４丁目７番13号　ホソ
ヤビル３F

ｽｲﾜｾﾂﾋﾞ

有限会社　スカイ工業 0466-88-231730472 藤沢市遠藤2014番地の26ｽｶｲｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  菅生工務店 044-977-230200900 川崎市宮前区菅生２丁目６番３号ｽｶﾞｵｺｳﾑﾃﾝ

株式会社  スガオ施工 044-977-382611347 川崎市宮前区犬蔵１丁目37番15号ｽｶﾞｵｾｺｳ

有限会社  菅原管工業 302-393800322 瀬谷区相沢七丁目36番地の３ｽｶﾞﾜﾗｶﾝｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  菅原工事店 521-799700834 鶴見区市場西中町１番16号ｽｶﾞﾜﾗｺｳｼﾞﾃﾝ

有限会社  菅原設備管工舎 332-319700175 保土ケ谷区和田一丁目２番６号ｽｶﾞﾜﾗｾﾂﾋﾞｶﾝｺｳｼｬ

有限会社スギウラ住設 801-511400631 泉区中田南四丁目43番34-2号ｽｷﾞｳﾗｼﾞｭｳｾﾂ

株式会社杉﨑管工 951-689230278 旭区今宿西町377番地19ｽｷﾞｻﾞｷｶﾝｺｳ

有限会社  杉崎水道 042-782-237730254 相模原市緑区城山３丁目１番24号ｽｷﾞｻﾞｷｽｲﾄﾞｳ

有限会社  杉﨑設備工業 0467-74-183711279 高座郡寒川町小谷１５３０番地ｽｷﾞｻﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　杉田設備 042-757-101530368 相模原市中央区陽光台５丁目２番18号ｽｷﾞﾀｾﾂﾋﾞ

有限会社  杉田設備工事 491-301900720 神奈川区神大寺三丁目３番８号ｽｷﾞﾀｾﾂﾋﾞｺｳｼﾞ

株式会社　杉本設備　 042-752-933630335 相模原市中央区青葉１丁目13番18号ｽｷﾞﾓﾄｾﾂﾋﾞ

杉山管工設備 株式会社 0463-55-560000174 平塚市四之宮５丁目29番５号ｽｷﾞﾔﾏｶﾝｺｳｾﾂﾋﾞ

有限会社  杉山工業所 751-532700217 磯子区磯子二丁目19番42号ｽｷﾞﾔﾏｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社スギヤマ設備 0465-43-927711615 小田原市鴨宮137番地６ｽｷﾞﾔﾏｾﾂﾋﾞ

株式会社  鈴栄工業 046-835-844011300 横須賀市久里浜１丁目１７番２号ｽｽﾞｴｲｺｳｷﾞｮｳ
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鈴鹿建設　株式会社　横浜営業所 701-910930584 金沢区福浦二丁目17番６号ｽｽﾞｶｹﾝｾﾂ

有限会社鈴川工業 046-857-517511725 横須賀市太田和５丁目556番地５ｽｽﾞｶﾜｺｳｷﾞｮｳ

株式会社スズキ  神奈川営業所 932-332300627 都筑区佐江戸町2061番地ｽｽﾞｷ

有限会社  鈴木エンジニアリング 574-120000947 鶴見区東寺尾五丁目7番10号ｽｽﾞｷｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

株式会社  鈴木建設事業所 802-297311456 泉区和泉町９番地の１ｽｽﾞｷｹﾝｾﾂｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

株式会社　鈴木工業 0463-76-872230512 秦野市下大槻302番地の３ｽｽﾞｷｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  鈴木商店 971-406300277 青葉区大場町174番地ｽｽﾞｷｼﾖｳﾃﾝ

有限会社  鈴木設備 911-935400579 青葉区荏田町884番地ｽｽﾞｷｾﾂﾋﾞ

株式会社鈴木設備工業 362-645500793 瀬谷区阿久和南四丁目２番地１ｽｽﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社鈴木設備工業 803-841900473 泉区中田北二丁目６番３号ｽｽﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

鈴木総合事務所 315-272511677 金沢区東朝比奈三丁目16番C－310号ｽｽﾞｷｿｳｺﾞｳｼﾞﾑｼｮ

株式会社鈴尚 623-229830594 中区本牧原21番１号　109ｽｽﾞｼｮｳ

株式会社　ステアーズ建設 489-825511508 戸塚区鳥が丘82番地13ｽﾃｱｰｽﾞｹﾝｾﾂ

有限会社　スドウ工営 0465-39-202111680 小田原市鬼柳799番地の10ｽﾄﾞｳｺｳｴｲ

有限会社  須藤工業 042-771-747600942 相模原市緑区東橋本２丁目13番17号ｽﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  昴 0467-31-313830258 鎌倉市津688番地の３ｽﾊﾞﾙ

有限会社 隅田工業 481-157300721 神奈川区三枚町188番地ｽﾐﾀｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　スリムエイト 042-713-363611655 相模原市中央区水郷田名４丁目10番26
号

ｽﾘﾑｴｲﾄ

株式会社　セイコーテクノ東京 042-707-810630314 相模原市中央区光が丘3丁目13番25号ｾｲｺｰﾃｸﾉﾄｳｷｮｳ

誠真 0465-59-040711695 小田原市蓮正寺237ｾｲｼﾝ

有限会社　誠進工業 0466-34-290311682 藤沢市辻堂５丁目13番13号ｾｲｼﾝｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  誠進工業所 751-749000206 磯子区中浜町１番２号ｾｲｼﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ
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征矢設備 044-712-370730506 川崎市麻生区東百合丘１丁目36番1-2号ｾｲﾔｾﾂﾋﾞ

有限会社  せいわ工業 0467-54-419800945 茅ヶ崎市赤羽根1788番地の２ｾｲﾜｺｳｷﾞｮｳ

有限会社聖和水道 302-751330411 瀬谷区南瀬谷一丁目41番地37ｾｲﾜｽｲﾄﾞｳ

株式会社誠和緑化 712-017111221 南区六ツ川二丁目91番地18ｾｲﾜﾘｮｯｶ

株式会社　積壱　藤沢営業所 0466-54-991230488 藤沢市石川４丁目７番地の３ｾｷｲﾁ ﾌｼﾞｻﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ

積水工業　株式会社　横浜支店 595-188830489 港北区新吉田町5609番地ｾｷｽｲｺｳｷﾞｮｳ ﾖｺﾊﾏｼﾃﾝ

関戸工業  株式会社 362-924000769 瀬谷区阿久和東四丁目28番地の13ｾｷﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ

関根工業所 0466-26-035230337 藤沢市片瀬４丁目17番６号ｾｷﾈｺｳｷﾞｮｳｼｮ

積和建設神奈川 株式会社　厚木事業所 046-298-026600892 座間市小松原１丁目15番12号ｾｷﾜｹﾝｾﾂｶﾅｶﾞﾜ

積和建設東京株式会社 948-440130057 都筑区茅ケ崎東二丁目２番10号　ル・オ
ン茅ヶ崎１B

ｾｷﾜｹﾝｾﾂﾄｳｷｮｳ

株式会社　セシモ 877-794030548 都筑区佐江戸町270番地2　フローレンス
パレスリバーステージ鴨居505号

ｾｼﾓ

株式会社  セック 0466-22-799711331 藤沢市藤沢917番地の１ｾｯｸ

株式会社　漸進 325-835530327 南区西中町２丁目36番地ｾﾞﾝｼﾝ

株式会社センス 811-551130587 泉区新橋町739番地ｾﾝｽ

株式会社センチュリー工業 312-080010470 西区西平沼町８番13号ｾﾝﾁｭﾘｰｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  セントラル設備テクニカ 813-095911406 泉区岡津町164番地３ｾﾝﾄﾗﾙｾﾂﾋﾞﾃｸﾆｶ

有限会社双栄 843-223700823 港南区日野八丁目30番28号ｿｳｴｲ

株式会社　総栄 0467-84-778130492 茅ヶ崎市堤1628番地ｿｳｴｲ

有限会社　創光工業 744-718130340 旭区今宿一丁目14番13号ｿｳｺｳｺｳｷﾞｮｳ

有限会社総合設備サービス 324-545600682 神奈川区松本町３丁目25番地15ｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ

ソウシン産業  株式会社 042-771-411130125 相模原市緑区二本松１丁目20番６号ｿｳｼﾝｻﾝｷﾞｮｳ

株式会社  相設 362-586000809 瀬谷区阿久和西二丁目40番地の１ｿｳｾﾂ
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株式会社　相創 0463-21-228011434 平塚市西八幡三丁目８番11号ｿｳｿｳ

相武設備工業  株式会社 491-969500685 神奈川区片倉二丁目66番６号ｿｳﾌﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

相武造園土木  株式会社 381-315311067 神奈川区羽沢町1562番地ｿｳﾌﾞｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

株式会社  双和 046-255-161600885 座間市明王３番地８ｿｳﾜ

相和設備工業　株式会社 0466-25-225230463 藤沢市川名２丁目5番25号ｿｳﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社園田設備 931-752930514 緑区北八朔町1938番地46ｿﾉﾀﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社　ソリド・ワン　神奈川営業所 988-589030546 青葉区青葉台二丁目32番45号ｿﾘﾄﾞ･ﾜﾝ ｶﾅｶﾞﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ




