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有限会社  パイプハンター 046-848-540411275 横須賀市野比１丁目３番３号ﾊﾟｲﾌﾟﾊﾝﾀｰ

株式会社　パイプラインズ 211-540430286 中区不老町1丁目５番地５　柏野ビル４Fﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝｽﾞ

株式会社　ハギワラ 042-778-351111416 相模原市南区当麻41番地ﾊｷﾞﾜﾗ

羽倉設計事務所 080-9868-275911678 緑区新治町466－１－206ﾊｸﾗｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ

有限会社一空調 442-397111730 保土ケ谷区峰沢町258番地42ﾊｼﾞﾒｸｳﾁｮｳ

一造園土木株式会社 374-282610878 神奈川区三枚町358番地３ﾊｼﾞﾒｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

橋本工業 944-173830366 都筑区加賀原一丁目８番７号　大谷ﾃﾗｽA
－２

ﾊｼﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  長谷川設備 954-155100203 旭区今宿南町2122番地ﾊｾｶﾞﾜｾﾂﾋﾞ

有限会社　長谷川設備 781-196000920 金沢区六浦三丁目36番13号ﾊｾｶﾞﾜｾﾂﾋﾞ

英工業  株式会社 851-890000585 戸塚区深谷町743番地の９ﾊﾅﾌﾞｻｺｳｷﾞｮｳ

株式会社パフォーム 321-840600821 西区平沼一丁目12番１号ﾊﾟﾌｫｰﾑ

株式会社  浜 953-806600676 旭区今宿西町328番地ﾊﾏ

有限会社ハマ工業 304-378000718 瀬谷区南瀬谷一丁目57番地13ﾊﾏｺｳｷﾞｮｳ

浜崎建設工業株式会社 785-871110764 金沢区福浦二丁目18番地10ﾊﾏｻｷｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  はま設備工業 383-018100170 保土ケ谷区新井町652番地の４ﾊﾏｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社濱田園 741-321511219 南区六ツ川三丁目３番地１ﾊﾏﾀﾞｴﾝ

有限会社ハマダ管工 044-799-180000985 川崎市宮前区南野川３丁目30番28号ﾊﾏﾀﾞｶﾝｺｳ

浜野工業 0466-26-979011700 藤沢市鵠沼神明３丁目９番13号ﾊﾏﾉｺｳｷﾞｮｳ

株式会社浜備建 349-833730592 港南区日野四丁目64番13号ﾊﾏﾋﾞｹﾝ

早坂緑化株式会社 383-104111258 神奈川区羽沢町14番地１ﾊﾔｻｶﾘｮｯｶ

有限会社  林住宅設備 774-565610828 磯子区栗木三丁目19番５号ﾊﾔｼｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ

株式会社  早瀬工業 253-091211349 中区曙町１丁目３番地　伊勢佐木ハイタウ
ン228号室

ﾊﾔｾｺｳｷﾞｮｳ
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有限会社早田設備 303-668300828 瀬谷区下瀬谷三丁目35番地８ﾊﾔﾀｾﾂﾋﾞ

株式会社原岡設備工業 804-768630178 泉区上飯田町250番地４ﾊﾗｵｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  原管工 0467-22-101411342 鎌倉市長谷２丁目21番５号ﾊﾗｶﾝｺｳ

株式会社  原設備工業 044-855-306730237 川崎市宮前区宮崎５丁目３番32号ﾊﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  春澤設備 744-626100894 保土ケ谷区岩崎町29-26ﾊﾙｻﾜｾﾂﾋﾞ

株式会社　パンドーラ　横浜支店 381-375630571 保土ケ谷区西谷町991番地ﾊﾟﾝﾄﾞｰﾗ

株式会社　ピーアイコーポレーション 971-670000660 青葉区市ケ尾町1162番地4ﾋﾟｰｱｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

株式会社　ＢＬハウス 476-484030442 港北区新横浜一丁目23番５号ﾋﾞｰｴﾙﾊｳｽ

株式会社ビオン工業 321-851130169 神奈川区二ツ谷町８番地１ﾋﾞｵﾝｺｳｷﾞｮｳ

有限会社菱沼工業所 044-288-073911386 川崎市川崎区川中島２丁目８番５号ﾋｼﾇﾏｺｳｷﾞｮｳｼｮ

ヒドロ工業株式会社 713-783000709 南区大岡三丁目16番８号ﾋﾄﾞﾛｺｳｷﾞｮｳ

ひなゆ合同会社 628-982130526 神奈川区反町２丁目14番地１　マジョリ
ティービル２F

ﾋﾅﾕ

株式会社  日野興業 842-175910714 港南区日野中央一丁目16番５号ﾋﾉｺｳｷﾞｮｳ

有限会社平川興業 762-157011550 磯子区滝頭三丁目９番６号ﾋﾗｶﾜｺｳｷﾞｮｳ

平野設備  有限会社 713-109000122 南区永田北二丁目６番６号ﾋﾗﾉｾﾂﾋﾞ

株式会社　ヒラマ 339-131800918 保土ケ谷区仏向町1059番地の102ﾋﾗﾏ

株式会社　蛭田設備設計 046-801-550030324 横須賀市池上７丁目13番11号ﾋﾙﾀｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ

株式会社  ビルド 934-158900783 緑区上山一丁目14番11号ﾋﾞﾙﾄﾞ

弘前建設  有限会社 962-244411202 青葉区鴨志田町95番地10ﾋﾛｻｷｹﾝｾﾂ

株式会社　ヒロズ 046-286-666130352 愛甲郡愛川町中津2148番地ﾋﾛｽﾞ

洋設備設計事務所 044-976-432830532 川崎市宮前区潮見台14番11号の1ﾋﾛｾﾂﾋﾞｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ

弘田設備設計 046-263-288030064 大和市西鶴間４丁目２番25号ﾋﾛﾀｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ
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株式会社  ヒロテック・ジャパン 044-862-038330240 川崎市宮前区有馬1丁目1番11号　パスト
ラル鷺沼101

ﾋﾛﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ

株式会社  弘充建設 742-595511184 南区別所六丁目１番１号ﾋﾛﾐﾂｹﾝｾﾂ

ファーストサービスヤマト管理　有限会社 363-325910934 旭区柏町１番地の７ﾌｧｰｽﾄｻｰﾋﾞｽﾔﾏﾄｶﾝﾘ

有限会社  福館設備工業所 301-270600317 瀬谷区本郷三丁目９番地の１ﾌｸﾀﾞﾃｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  富士 952-209800782 旭区下川井町2189番地ﾌｼﾞ

有限会社  藤ヶ丘水道 971-608300257 青葉区千草台29番地の５ﾌｼﾞｶﾞｵｶｽｲﾄﾞｳ

有限会社　フジ管工設備 0463-93-528411510 伊勢原市日向1155番地ﾌｼﾞｶﾝｺｳｾﾂﾋﾞ

藤工務所 046-207-671111702 大和市林間一丁目１番18号ﾌｼﾞｺｳﾑｼｮ

藤沢造園株式会社 433-622111227 港北区篠原西町14番31号ﾌｼﾞｻﾜｿﾞｳｴﾝ

有限会社  フジ住研 852-959000752 戸塚区東俣野町931番地６ﾌｼﾞｼﾞｭｳｹﾝ

株式会社  富士住設機器 364-554500395 旭区笹野台三丁目48番20号ﾌｼﾞｼﾞｭｳｾﾂｷｷ

有限会社  富士水道工業所 501-220300018 鶴見区鶴見中央一丁目25番９号ﾌｼﾞｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社富士設備 042-752-524130072 相模原市中央区陽光台２丁目６番５号ﾌｼﾞｾﾂﾋﾞ

有限会社  藤設備工業 044-799-592530198 川崎市宮前区西野川１丁目26番26号ﾌｼﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  フジ設備工業 046-244-087211316 座間市小松原１丁目11番１号ﾌｼﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

藤造園建設株式会社 322-572110465 神奈川区三ツ沢中町６番７号ﾌｼﾞｿﾞｳｴﾝｹﾝｾﾂ

有限会社富士総業 044-755-756830081 川崎市高津区東野川２丁目25番９号ﾌｼﾞｿｳｷﾞｮｳ

有限会社　藤田管工 046-247-488030310 厚木市温水1869番地１ﾌｼﾞﾀｶﾝｺｳ

株式会社  藤田工業 046-274-394111284 大和市中央林間3丁目11番2号ﾌｼﾞﾀｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  藤田工務店 951-276700935 旭区今宿東町1613番地ﾌｼﾞﾀｺｳﾑﾃﾝ

株式会社冨士田・総合設備 372-532511356 保土ケ谷区西谷二丁目27番24号ﾌｼﾞﾀｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ

株式会社  富士中商会 0466-44-075830211 藤沢市長後591番地ﾌｼﾞﾅｶｼｮｳｶｲ
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株式会社  藤巻工務店 331-216100176 保土ケ谷区岡沢町114番地ﾌｼﾞﾏｷｺｳﾑﾃﾝ

藤巻設備  株式会社 381-055130175 保土ケ谷区新井町２７４番地15ﾌｼﾞﾏｷｾﾂﾋﾞ

株式会社藤美住設 0466-77-915530556 藤沢市西俣野230番地の３ﾌｼﾞﾐｼﾞｭｳｾﾂ

株式会社藤森工業 044-541-351730015 川崎市幸区遠藤町32番地７ﾌｼﾞﾓﾘｺｳｷﾞｮｳ

有限会社藤原興業 046-274-796200866 大和市中央林間西２丁目１番８号ﾌｼﾞﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  藤原水道 592-049630196 都筑区早渕三丁目38番３号ﾌｼﾞﾜﾗｽｲﾄﾞｳ

武相建設株式会社 881-841111035 戸塚区汲沢五丁目２番８号ﾌﾞｿｳｹﾝｾﾂ

二葉建設株式会社 711-045510890 南区永田北一丁目12番33号ﾌﾀﾊﾞｹﾝｾﾂ

双葉工業  株式会社 751-565400218 磯子区森三丁目８番２号ﾌﾀﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　二葉工務店 0467-75-610830320 高座郡寒川町倉見1700番地ﾌﾀﾊﾞｺｳﾑﾃﾝ

フュージョン・3　株式会社 482-498230495 青葉区鉄町1122番地ﾌｭｰｼﾞｮﾝ･ｽﾘｰ

株式会社ブルーライン　神奈川営業所 045-337-356530422 川崎市中原区上小田中6丁目24番3号　
内藤第２ハイム１階

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ｶﾅｶﾞﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ

株式会社古澤設備 548-541030615 緑区東本郷五丁目５番３－345号ﾌﾙｻﾜｾﾂﾋﾞ

株式会社  フルヤテクノ 044-948-882300693 川崎市宮前区東有馬４丁目11番１号ﾌﾙﾔﾃｸﾉ

株式会社　フレックスエンジニアリング 044-932-862230386 川崎市多摩区登戸357番地ﾌﾚｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

株式会社　プログレス 332-713311659 保土ケ谷区星川三丁目22番28号ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ

有限会社　プロテック 590-510530381 港北区新吉田町526番地ﾌﾟﾛﾃｯｸ

フロンティア１株式会社 0465-35-203830620 小田原市寿町１丁目１番12号ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜﾝ

有限会社　プロンプト 978-538211586 青葉区市ケ尾町1169番地28-Cﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ

文化興業株式会社 046-837-226100414 横須賀市内川一丁目７番２３号ﾌﾞﾝｶｺｳｷﾞｮｳ

株式会社文明設研 042-810-734711719 相模原市中央区田名2093番地２の２階ﾌﾞﾝﾒｲｾﾂｹﾝ

平和工業  株式会社 622-892100099 中区小港町１丁目14番地３ﾍｲﾜｺｳｷﾞｮｳ



横浜市排水設備指定工事店一覧（５０音順） 2023/03/01 は行

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。

株式会社  平和設備工業所 481-281100360 神奈川区六角橋四丁目14番１号ﾍｲﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社ベル・テック 846-680130090 港南区笹下三丁目39番51号ﾍﾞﾙ･ﾃｯｸ

株式会社豊栄企画 353-579930629 磯子区磯子二丁目10番16号ﾎｳｴｲｷｶｸ

朋栄建設  株式会社 548-916100549 都筑区勝田町381番地ﾎｳｴｲｹﾝｾﾂ

宝建工業株式会社 044-223-652830614 川崎市幸区北加瀬２丁目５番35号ﾎｳｹﾝｺｳｷﾞｮｳ

株式会社豊成建設 243-528811108 中区山田町３番地２ﾎｳｾｲｹﾝｾﾂ

豊正工業  株式会社 241-511500051 西区浜松町12番29号ﾎｳｾｲｺｳｷﾞｮｳ

豊和工業  有限会社 949-027110445 都筑区二の丸４番６号ﾎｳﾜｺｳｷﾞｮｳ

ホームアローズ 299-113311670 旭区市沢町995－66ﾎｰﾑｱﾛｰｽﾞ

ホームシステム株式会社 540-042711726 港北区新羽町1300番地３ﾎｰﾑｼｽﾃﾑ

北神工業  株式会社 911-140400281 青葉区荏田町420番地の13ﾎｸｼﾝｺｳｷﾞｮｳ

株式会社北新設備工業 820-387000707 戸塚区平戸二丁目32番８号ﾎｸｼﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社北斗工機 044-322-947100847 川崎市麻生区細山４丁目25番11号ﾎｸﾄｺｳｷ

株式会社  北勇 962-836500508 青葉区奈良三丁目21番地の４ﾎｸﾕｳ

ホクヨー住宅設備株式会社 302-602700475 瀬谷区南瀬谷一丁目81番地17ﾎｸﾖｰｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ

星崎設備工業　株式会社　青葉営業所 960-326330295 青葉区たちばな台二丁目３番地64ﾎｼｻﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ  ｱｵﾊﾞｴｲｷﾞｮｳｼｮ

株式会社　星野総合設備 0466-51-015111401 藤沢市湘南台４丁目32番28号ﾎｼﾉｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ

有限会社  ホソイ 821-251000613 港南区芹が谷一丁目31番13号ﾎｿｲ

有限会社  保土ｹ谷設備 712-199500185 保土ケ谷区狩場町292番地ﾎﾄﾞｶﾞﾔｾﾂﾋﾞ

有限会社　堀内設備工業 0466-48-083030338 藤沢市用田674番地１ﾎﾘｳﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

堀江造園  株式会社 391-260511212 瀬谷区阿久和南一丁目21番地の４ﾎﾘｴｿﾞｳｴﾝ

堀米興業 042-719-746711727 相模原市南区大野台５丁目２番13号ﾎﾘｺﾞﾒｺｳｷﾞｮｳ
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※横浜市外局番（０４５）は省略しています。

株式会社本郷建設　泉営業所 800-640211373 泉区和泉町6546番地２ﾎﾝｺﾞｳｹﾝｾﾂ

株式会社　本郷水道設備 471-843911664 緑区東本郷六丁目１番17号ﾎﾝｺﾞｳｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ

有限会社　本郷設備 302-536611632 瀬谷区上瀬谷町1番地の27ﾎﾝｺﾞｳｾﾂﾋﾞ

株式会社  本多組 593-529211364 港北区新吉田町25番地ﾎﾝﾀﾞｸﾞﾐ

株式会社本田設備 042-784-513611553 相模原市緑区三ケ木1175番地ﾎﾝﾀﾞｾﾂﾋﾞ




