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前田興業株式会社 044-932-182311311 川崎市多摩区宿河原２丁目２８番１８号ﾏｴﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  前田設備 973-000700267 青葉区さつきが丘６番地の11ﾏｴﾀﾞｾﾂﾋﾞ

有限会社牧畑工業 383-120300620 保土ケ谷区上菅田町394番地ﾏｷﾊﾀｺｳｷﾞﾖｳ

株式会社　マクティム 242-324530539 中区黄金町1丁目5番地ﾏｸﾃｨﾑ

マコト設備工業  株式会社 853-367100312 戸塚区深谷町677番地の95ﾏｺﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社眞下商事 046-873-784200946 逗子市久木１丁目５番１号ﾏｼﾀｼｮｳｼﾞ

有限会社  増田管機工業所 825-242000052 戸塚区舞岡町316番地ﾏｽﾀﾞｶﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  増田設備 442-658330027 旭区桐が作1603番地５ﾏｽﾀﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社町田工業　相模原営業所 042-758-969930083 相模原市中央区淵野辺本町５丁目35番７
号

ﾏﾁﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｻｶﾞﾐﾊﾗｴｲｷﾞｮｳｼｮ

株式会社松浦設備 754-545111644 磯子区岡村三丁目11番32号ﾏﾂｳﾗｾﾂﾋﾞ

株式会社  松栄建設 761-013111017 磯子区岡村五丁目19番10号ﾏﾂｴｲｹﾝｾﾂ

有限会社  松岡工業 423-863800737 神奈川区西寺尾二丁目４番11号ﾏﾂｵｶｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  松尾工務店 511-002310020 鶴見区鶴見中央四丁目38番35号ﾏﾂｵｺｳﾑﾃﾝ

株式会社　松下設備 572-138300335 鶴見区北寺尾七丁目13番17号ﾏﾂｼﾀｾﾂﾋﾞ

マツダ工業  株式会社 531-010700518 港北区大曽根一丁目24番21号ﾏﾂﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  松田設備 831-561200728 磯子区峰町501番地の２ﾏﾂﾀﾞｾﾂﾋﾞ

有限会社  松林工業 461-086000558 神奈川区子安通１丁目185番地ﾏﾂﾊﾞﾔｼｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  松山住宅設備 0466-25-452230148 藤沢市本町４丁目５番22号ﾏﾂﾔﾏｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ

株式会社まり工房 044-200-462930577 川崎市幸区南加瀬５丁目16番18-３号ﾏﾘｺｳﾎﾞｳ

合同会社マリン住宅設備 332-096330515 保土ケ谷区鎌谷町267番地65ﾏﾘﾝｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ

株式会社　マルイ設備 0467-51-395430445 茅ヶ崎市赤羽根3760番地１ﾏﾙｲｾﾂﾋﾞ

株式会社丸一設備 044-281-153030080 川崎市川崎区塩浜３丁目16番11号ﾏﾙｲﾁｾﾂﾋﾞ
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有限会社　丸幸商事 0467-83-346730460 茅ヶ崎市柳島海岸1089番地ﾏﾙｺｳｼｮｳｼﾞ

株式会社　丸孝造園土木 373-158711486 旭区市沢町703番地ﾏﾙｺｳｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ

株式会社　丸三工営 046-261-666111492 大和市深見西４丁目３番26号ﾏﾙｻﾝｺｳｴｲ

株式会社  丸勝設備工業 713-194800872 南区六ツ川三丁目73番地１ﾏﾙｼｮｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社マルシン 0465-44-300111728 小田原市中村原161番地３ﾏﾙｼﾝ

株式会社丸伸工業所 261-098700361 中区石川町５丁目210番地の11ﾏﾙｼﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社　MARUZEN 044-751-570930566 川崎市高津区子母口510番地５ﾏﾙｾﾞﾝ

有限会社  丸善興業 044-754-739830139 川崎市高津区子母口510番地５ﾏﾙｾﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ

有限会社丸富士建興 811-865611383 泉区岡津町2619番地７ﾏﾙﾌｼﾞｹﾝｺｳ

株式会社丸舗建設 382-131911047 神奈川区羽沢町1222番地ﾏﾙﾎｹﾝｾﾂ

まるよし 080-4339-433730595 港北区小机町274番地　太陽荘203ﾏﾙﾖｼ

株式会社丸義設備 0463-73-866130602 伊勢原市子易1496番地３ﾏﾙﾖｼｾﾂﾋﾞ

丸わ建設  株式会社 531-478110443 港北区樽町三丁目２番27号ﾏﾙﾜｹﾝｾﾂ

株式会社　萬田 042-783-110030578 相模原市緑区原宿１丁目７番22号ﾏﾝﾀﾞ

有限会社  みあさ 391-473800934 旭区中希望が丘180番地の１ﾐｱｻ

株式会社  三浦設備工業 042-757-285330007 相模原市中央区清新８丁目２番１号ﾐｳﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  三笠工業社 046-221-082130130 厚木市厚木町３番２号ﾐｶｻｺｳｷﾞｮｳｼｬ

有限会社  見上総合設備 046-292-281330239 海老名市東柏ケ谷３丁目13番19号ﾐｶﾐｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ

株式会社  三木組 453-004110410 神奈川区青木町７番地の16ﾐｷｸﾞﾐ

三沢電機  株式会社 241-162100063 西区戸部町４丁目158番地ﾐｻﾜﾃﾞﾝｷ

ミサワホーム建設株式会社　 044-750-743511498 川崎市宮前区初山１丁目24番11号ﾐｻﾜﾎｰﾑｹﾝｾﾂ

有限会社  ミズ設備 593-166000785 都筑区東山田一丁目5番21号　デュエット
東山田104

ﾐｽﾞｾﾂﾋﾞ
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株式会社　水野建設 0463-82-160411696 秦野市平沢336番地の５ﾐｽﾞﾉｹﾝｾﾂ

株式会社  水野商会 971-402600411 青葉区市ケ尾町1797番地ﾐｽﾞﾉｼﾖｳｶｲ

株式会社  水村建設 371-192730011 旭区市沢町337番地の19ﾐｽﾞﾑﾗｹﾝｾﾂ

有限会社  水屋 0466-87-120700876 藤沢市石川４丁目１番地14ﾐｽﾞﾔ

株式会社  道明 590-507100262 港北区新吉田町170番地ﾐﾁｱｷ

株式会社　三石設備ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　横浜支店 981-997100607 青葉区つつじが丘７番地１２ﾐﾂｲｼｾﾂﾋﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄﾖｺﾊﾏｼﾃﾝ

三橋建設  株式会社 901-314110355 青葉区あざみ野一丁目４番地の３ﾐﾂﾊｼｹﾝｾﾂ

株式会社三橋緑化興業 902-775111390 青葉区あざみ野一丁目４番地３ﾐﾂﾊｼﾘｮｯｶｺｳｷﾞｮｳ

三ツ矢設備工業  株式会社 241-030500539 西区久保町４番12号ﾐﾂﾔｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  緑川工業 303-026100202 瀬谷区橋戸二丁目40番地の３ﾐﾄﾞﾘｶﾜｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  みどりや 0463-81-003911460 秦野市寿町６番６号ﾐﾄﾞﾘﾔ

有限会社  皆川興業 339-628830201 保土ケ谷区常盤台61番55号　皆川興業ﾋﾞ
ﾙ２階

ﾐﾅｶﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  港水道工業所 501-287400008 鶴見区浜町１丁目５番地３ﾐﾅﾄｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社　南インテリアリフォーム 801-083611338 泉区下和泉三丁目５番27号ﾐﾅﾐｲﾝﾃﾘｱﾘﾌｫｰﾑ

株式会社  南組 341-692410971 保土ケ谷区仏向町1455番地１ﾐﾅﾐｸﾞﾐ

ミナミ住宅設備 883-193530626 南区若宮町２丁目７番地16ﾐﾅﾐｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ

南設備工業株式会社 242-224400142 南区庚台72番地の１ﾐﾅﾐｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　ミナミ設備サービス 741-078011393 南区別所二丁目20番３号ﾐﾅﾐｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ

有限会社  峯岸工務店 771-318100840 磯子区杉田四丁目７番33号ﾐﾈｷﾞｼｺｳﾑﾃﾝ

三不二設備 042-711-755211729 相模原市中央区青葉３丁目31番18号ﾐﾌｼﾞｾﾂﾋﾞ

宮内建設  株式会社 934-269110856 緑区鴨居四丁目63番5号ﾐﾔｳﾁｹﾝｾﾂ

宮内工業 株式会社 561-615700604 港北区箕輪町二丁目８番22号ﾐﾔｳﾁｺｳｷﾞｮｳ
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宮崎工業  有限会社  別所営業所 743-177410139 南区別所五丁目27番７号ﾐﾔｻﾞｷｺｳｷﾞｮｳﾍﾞｯｼｮｴｲｷﾞｮｳｼｮ

宮澤建設  株式会社 853-144111454 戸塚区俣野町1530番地の１ﾐﾔｻﾞﾜｹﾝｾﾂ

株式会社  宮重工務店 913-533710849 都筑区牛久保西一丁目24番１号ﾐﾔｼｹﾞｺｳﾑﾃﾝ

宮下工業  株式会社 0466-34-246111328 藤沢市辻堂西海岸１丁目８番１号ﾐﾔｼﾀｺｳｷﾞｮｳ

宮本管機株式会社 592-518200468 都筑区南山田二丁目36番16号ﾐﾔﾓﾄｶﾝｷ

有限会社宮本住宅設備 941-423700470 都筑区茅ケ崎南五丁目21番25号ﾐﾔﾓﾄｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ

宮本土木株式会社　営業所 771-532910720 磯子区中原二丁目１番５号ﾐﾔﾓﾄﾄﾞﾎﾞｸ（ｶ)ｴｲｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  ミユキ設備工業 711-266030235 南区大岡三丁目37番９号ﾐﾕｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

ミヨシ設備 364-858230624 旭区本宿町108番地２ﾐﾖｼｾﾂﾋﾞ

三好屋設備 743-288130591 南区六ツ川二丁目116番地５ﾐﾖｼﾔｾﾂﾋﾞ

株式会社　ミライ工業 0467-54-207911491 茅ヶ崎市赤羽根2165番地２ﾐﾗｲｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  向山商店 931-112500270 緑区中山三丁目５番17－202号ﾑｺｳﾔﾏｼｮｳﾃﾝ

有限会社  ムサシ設備工業 0466-50-763111294 藤沢市川名５５０番地４ﾑｻｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  武藤工務店 046-871-269100927 逗子市桜山６丁目２番19号ﾑﾄｳｺｳﾑﾃﾝ

ムライ設備 0466-37-169711315 藤沢市辻堂6丁目18番19-102号ﾑﾗｲｾﾂﾋﾞ

有限会社  村岡工業 361-358300389 旭区さちが丘180番地ﾑﾗｵｶｺｳｷﾞｮｳ

株式会社  ムラサキ設備 802-276100583 泉区中田西四丁目31番19号ﾑﾗｻｷｾﾂﾋﾞ

有限会社  ムラタ設備 531-085300519 港北区大倉山六丁目２番３号ﾑﾗﾀｾﾂﾋﾞ

株式会社  むらやま 046-836-774300875 横須賀市佐原５丁目10番３号ﾑﾗﾔﾏ

有限会社メイセイエンジニアリング 383-813130092 旭区川島町3079番地１ﾒｲｾｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

有限会社  明星設備 716-357100754 保土ケ谷区瀬戸ケ谷町３番地ﾒｲｾｲｾﾂﾋﾞ

明和管工  株式会社 0463-32-726711353 平塚市見附町46番16号ﾒｲﾜｶﾝｺｳ
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明和工業  株式会社 584-611130020 鶴見区矢向一丁目６番19号ﾒｲﾜｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  惠設備 903-990430193 青葉区あざみ野三丁目３番地　7棟304号ﾒｸﾞﾐｾﾂﾋﾞ

メルビック電工　株式会社 434-188630325 神奈川区新子安一丁目34番３号ﾒﾙﾋﾞｯｸﾃﾞﾝｺｳ

モチダ設計 383-054130390 神奈川区羽沢町1067番地の３ﾓﾁﾀﾞｾｯｹｲ

株式会社  望月工業所 046-851-165430234 横須賀市金谷３丁目４番３号ﾓﾁﾂﾞｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  Ｍｏｔｏｍｉ 308-326030246 泉区下飯田町596番地ﾓﾄﾐ

株式会社　モリコーポレーション 743-400711514 南区共進町２丁目40番地ﾓﾘｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

森﨑建築 812-142630332 戸塚区名瀬町775番地26ﾓﾘｻｷｹﾝﾁｸ

株式会社　森住興業 042-782-866611570 相模原市緑区川尻4149番地４ﾓﾘｽﾞﾐｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　モリセツ 044-767-827530557 川崎市多摩区菅３丁目12番25号ﾓﾘｾﾂ

森設備工業 326-608411379 南区真金町2丁目21番地　ハイムエマリナ
30A

ﾓﾘｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  森田設備 353-087500701 旭区左近山1116番地の7　左近山団地4
街区24棟202号

ﾓﾘﾀｾﾂﾋﾞ

有限会社  森田設備工業 042-756-905611302 相模原市中央区上矢部4丁目21番2号ﾓﾘﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社モリ土木 741-101011101 南区宿町２丁目50番地ﾓﾘﾄﾞﾎﾞｸ

有限会社  モリヤ 803-981011063 泉区弥生台74番地の32ﾓﾘﾔ

株式会社モリヤ工商 046-205-795130279 大和市福田1801番地16ﾓﾘﾔｺｳｼｮｳ

有限会社　守屋設備設計企画　相模原営業所 042-705-777530300 相模原市中央区陽光台５丁目２番18号ﾓﾘﾔｾﾂﾋﾞｾｯｹｲｷｶｸ  ｻｶﾞﾐﾊﾗｴｲｷﾞｮｳｼｮ

株式会社  モリヤ総合設備 813-012300288 泉区緑園二丁目９番地の４ﾓﾘﾔｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ

森山建設  株式会社 0466-43-321111281 藤沢市下土棚１７８６番地ﾓﾘﾔﾏｹﾝｾﾂ

株式会社　門前住設 982-238830365 緑区長津田町2469番地　東向地団地8棟
821号

ﾓﾝｾﾞﾝｼﾞｭｳｾﾂ




