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有限会社八木沢工務店 351-869800529 保土ケ谷区今井町721番地ﾔｷﾞｻﾜｺｳﾑﾃﾝ

矢崎設備工業  株式会社 821-282200150 港南区下永谷五丁目７番30号ﾔｻﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

矢島建設工業株式会社 972-288730415 青葉区市ケ尾町868番地４ﾔｼﾞﾏｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ

矢島工業  株式会社 392-630000598 泉区中田東四丁目48番2-309号ﾔｼﾞﾏｺｳｷﾞﾖｳ

有限会社ヤスイ設備工業 953-232300467 旭区矢指町1939番地ﾔｽｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  安田設備 822-686600306 戸塚区平戸三丁目28番18号ﾔｽﾀﾞｾﾂﾋﾞ

有限会社安室設備 0466-48-258000877 藤沢市菖蒲沢899番地ﾔｽﾑﾛｾﾂﾋﾞ

八千代水道株式会社 042-762-249030073 相模原市中央区田名3846番地１ﾔﾁﾖｽｲﾄﾞｳ

株式会社　ＹＡＮＡＧＩ 593-364211504 都筑区東山田町198番地ﾔﾅｷﾞ

有限会社  柳設備 508-950030233 青葉区大場町123番地の２ﾔﾅｷﾞｾﾂﾋﾞ

株式会社  矢野住設 854-253500973 戸塚区深谷町1881番地ﾔﾉｼﾞｭｳｾﾂ

有限会社　矢部設備 823-554930341 港南区芹が谷二丁目20番32号ﾔﾍﾞｾﾂﾋﾞ

有限会社  山浦設備 335-445100177 保土ケ谷区常盤台76番35号ﾔﾏｳﾗｾﾂﾋﾞ

株式会社　山川建設 046-854-997711691 横須賀市大矢部３丁目13番15号ﾔﾏｶﾜｹﾝｾﾂ

有限会社ヤマギシ設備 954-123900666 旭区上白根町806番地36ﾔﾏｷﾞｼｾﾂﾋﾞ

ヤマギシ設備工業 761-368430105 磯子区森六丁目12番７号ﾔﾏｷﾞｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社山吉吉田 0463-33-548930621 平塚市見附町12番５号２Fﾔﾏｷﾁﾖｼﾀﾞ

有限会社　山口商会 046-285-335530440 愛甲郡愛川町中津1918番地ﾔﾏｸﾞﾁｼｮｳｶｲ

有限会社　山口設備 0467-85-939230468 茅ヶ崎市柳島二丁目９番12号ﾔﾏｸﾞﾁｾﾂﾋﾞ

株式会社  山口設備工業 046-233-034500995 海老名市大谷北４丁目２番12号ﾔﾏｸﾞﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社山崎設備工業 044-944-925530082 川崎市多摩区菅北浦２丁目13番12号ﾔﾏｻﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　ヤマショウ 785-593330305 金沢区釜利谷南二丁目22番２号ﾔﾏｼｮｳ
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株式会社　ヤマソウ　新横浜事業所 431-767111317 港北区篠原町1338番地の１ﾔﾏｿｳ  ｼﾝﾖｺﾊﾏｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  ヤマダ衛設 046-849-654100940 横須賀市長沢６丁目４番47号ﾔﾏﾀﾞｴｲｾﾂ

山田建設  株式会社 581-241010011 鶴見区梶山一丁目７番６号ﾔﾏﾀﾞｹﾝｾﾂ

山田設備工業所 042-745-373411604 相模原市南区相南１丁目２番60号ﾔﾏﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社山田土建 042-746-461311613 相模原市南区相模台６丁目30番19号ﾔﾏﾀﾞﾄﾞｹﾝ

大和建設工業　株式会社 042-713-117830555 相模原市中央区上溝３丁目20番14号
　101

ﾔﾏﾄｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　ヤマト設備 046-228-701811495 厚木市愛甲東一丁目14番４号ﾔﾏﾄｾﾂﾋﾞ

山羽工業株式会社 0466-25-253500485 藤沢市渡内２丁目２番７号ﾔﾏﾊｺｳｷﾞｮｳ

山羽メンテナンス有限会社 0466-43-154730529 藤沢市下土棚1594番地１ﾔﾏﾊﾒﾝﾃﾅﾝｽ

株式会社山本建設 712-117110503 港南区最戸一丁目10番１号ﾔﾏﾓﾄｹﾝｾﾂ

株式会社　山本工務店 0465-81-237011628 足柄上郡中井町井ノ口2761番地の15ﾔﾏﾓﾄｺｳﾑﾃﾝ

有限会社  山本設備工業 954-108600936 旭区川井本町16番地の６ﾔﾏﾓﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

弥生建設株式会社 800-080311230 泉区和泉中央南五丁目２番６号ﾔﾖｲｹﾝｾﾂ

結工業株式会社 392-394211658 泉区上飯田町1818番地16ﾕｲｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　U．Iエンジニアリング 294-887011646 金沢区平潟町７番25号　岡田ビル101号
室

ﾕｰｱｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

友ウォーター 044-900-366730312 川崎市多摩区登戸388番地５ﾕｳｳｫｰﾀｰ

ユーゴー総合設備　株式会社 046-205-475311605 座間市栗原869番地１ﾕｰｺﾞｰｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ

株式会社　友心 0467-53-933511679 綾瀬市上土棚北３丁目28－11ﾕｳｼﾝ

株式会社　ゆうしん設備 0467-40-400130485 茅ヶ崎市香川２丁目19番１号ﾕｳｼﾝｾﾂﾋﾞ

株式会社　祐成 046-890-011611692 横須賀市西浦賀13番ﾕｳｾｲ

ＵＰ株式会社　神奈川営業所 044-589-835911744 川崎市川崎区本町１丁目８番３号　207号ﾕｳﾋﾟｰ ｶﾅｶﾞﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ

友倫工業  株式会社 931-670730154 緑区寺山町513番地１ﾕｳﾘﾝｺｳｷﾞｮｳ
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株式会社　由貴工務店 044-201-878130568 川崎市川崎区浜町４丁目16番８号ﾕｷｺｳﾑﾃﾝ

ユキ設備工業 304-235830458 瀬谷区瀬谷四丁目28－９　太田荘202号
室

ﾕｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  ゆきの 574-100130122 鶴見区東寺尾北台３番６号ﾕｷﾉ

有限会社  湯沢設備 841-831400375 港南区上永谷四丁目４番40号ﾕｻﾞﾜｾﾂﾋﾞ

豊建設　株式会社 0463-94-541930374 伊勢原市東富岡959番地の10ﾕﾀｶｹﾝｾﾂ

有限会社  豊工業所 591-896400242 港北区新吉田町233番地の１ﾕﾀｶｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社  豊設備 0466-28-035030044 藤沢市村岡東４丁目20番地の６ﾕﾀｶｾﾂﾋﾞ

有限会社湯田工業 044-201-278030524 川崎市川崎区貝塚2丁目2番3-1204号ﾕﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ

株式会社　ユタホーム 0466-60-006311512 藤沢市辻堂元町３丁目11番５号ﾕﾀﾎｰﾑ

Ｕ－ＴＥＣＨ 046-245-329011694 厚木市関口1110番地25ﾕ-ﾃｯｸ

有限会社  ユニオン設備工業 042-799-525711399 緑区十日市場町2472番地ﾕﾆｵﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

Ｕｎｉｔｙ 046-204-594711668 大和市深見2019－６ﾕﾆﾃｨ

株式会社  百合ヶ丘設備工業 044-954-273611324 川崎市麻生区高石１丁目21番９号ﾕﾘｶﾞｵｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社　横須賀設備工業所 046-874-682530301 横須賀市佐島１丁目６番15号ﾖｺｽｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社  横田設備 042-762-185800943 相模原市緑区大島2994番地の１ﾖｺﾀｾﾂﾋﾞ

株式会社横浜アクア 568-449230413 南区堀ノ内町２丁目146番地16ﾖｺﾊﾏｱｸｱ

横浜植木  株式会社 262-741010163 南区唐沢15番地ﾖｺﾊﾏｳｴｷ

横浜エコハウス  株式会社 465-605700534 保土ケ谷区初音ケ丘12番14号ﾖｺﾊﾏｴｺﾊｳｽ

株式会社　横浜企画 367-868711648 港南区大久保一丁目17番14号ﾖｺﾊﾏｷｶｸ

横浜建興  株式会社 954-555000388 旭区今宿東町831番地の９ﾖｺﾊﾏｹﾝｺｳ

横浜建設　株式会社 897-113330296 栄区小菅ケ谷四丁目26番11号ﾖｺﾊﾏｹﾝｾﾂ

有限会社  横浜工業所 241-454300437 西区久保町27番10号ﾖｺﾊﾏｺｳｷﾞｮｳｼｮ
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横浜水道管理  有限会社 802-541500617 泉区和泉が丘一丁目７番３号ﾖｺﾊﾏｽｲﾄﾞｳｶﾝﾘ

合資会社　横浜ソーシャルマネジメント 881-191830565 戸塚区上倉田町2044番地55ﾖｺﾊﾏｿｰｼｬﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

横浜電気水道株式会社 922-698600260 緑区長津田町4804番地の１ﾖｺﾊﾏﾃﾞﾝｷｽｲﾄﾞｳ

横浜プラント　株式会社 046-255-270911322 座間市明王15番地の10ﾖｺﾊﾏﾌﾟﾗﾝﾄ

株式会社横浜ミサキ住設 045-633-746711721 鶴見区駒岡一丁目37番８号ﾖｺﾊﾏﾐｻｷｼﾞｭｳｹﾝ

株式会社　横浜みらい建設 482-633811574 都筑区池辺町4704番地 三留ビル403-1
号

ﾖｺﾊﾏﾐﾗｲｹﾝｾﾂ

株式会社  横溝工務店 432-022510689 神奈川区西神奈川三丁目16番地の１ﾖｺﾐｿﾞｺｳﾑﾃﾝ

有限会社横宮商会 592-733600757 都筑区南山田町4136番地13ﾖｺﾐﾔｼｮｳｶｲ

株式会社  横山工業所 881-198100952 戸塚区上倉田町981番地ﾖｺﾔﾏｺｳｷﾞｮｳｼｮ

有限会社  横山商店 046-261-063930009 大和市中央２丁目２番５号ﾖｺﾔﾏｼｮｳﾃﾝ

有限会社  横山水道設備 044-755-522330163 川崎市宮前区野川805番地ﾖｺﾔﾏｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ

株式会社  ヨコレイ 381-450100497 保土ケ谷区新井町657番地ﾖｺﾚｲ

嘉貴工業　株式会社 046-205-760430336 座間市栗原中央６丁目3036番25号ﾖｼｷｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  吉田設備工業 0466-36-283200924 藤沢市羽鳥２丁目４番27号ﾖｼﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

吉田設備工業 663-581130517 中区元町５丁目221番地３-102ﾖｼﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ

有限会社  吉野設備 591-629400235 都筑区大棚町274番地ﾖｼﾉｾﾂﾋﾞ

有限会社  吉村工業所 621-101500651 中区上野町３丁目105番地ﾖｼﾑﾗｺｳｷﾞｮｳｼｮ

株式会社  米持工業 046-836-378000955 横須賀市大矢部２丁目11番19号ﾖﾈﾓﾁｺｳｷﾞｮｳ

有限会社米山設備 801-486800827 泉区上飯田町3811番地５ﾖﾈﾔﾏｾﾂﾋﾞ




