
横浜市排水設備指定工事店一覧（区別・横浜市外） 2023/03/01

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。

旭区

株式会社池田建設

ｲｹﾀﾞｹﾝｾﾂ
090-7943-209611742 旭区市沢町869番地３　316号

株式会社  加藤設備

ｶﾄｳｾﾂﾋﾞ
371-757700500 旭区市沢町649番地

ホームアローズ

ﾎｰﾑｱﾛｰｽﾞ
299-113311670 旭区市沢町995－66

株式会社　丸孝造園土木

ﾏﾙｺｳｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ
373-158711486 旭区市沢町703番地

株式会社  水村建設

ﾐｽﾞﾑﾗｹﾝｾﾂ
371-192730011 旭区市沢町337番地の19

市古水道工事店

ｲﾁﾌﾙｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞﾃﾝ
391-295900795 旭区今川町60番地の21

有限会社　ランド・ワークス

ﾗﾝﾄﾞﾜｰｸｽ
367-133730171 旭区今川町40番地１

櫻井造園土木  株式会社

ｻｸﾗｲｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ
954-229911305 旭区今宿一丁目３６番１１号

有限会社　創光工業

ｿｳｺｳｺｳｷﾞｮｳ
744-718130340 旭区今宿一丁目14番13号

株式会社栗原工務店

ｸﾘﾊﾗｺｳﾑﾃﾝ
951-003510521 旭区今宿西町472番地

有限会社こじま設備

ｺｼﾞﾏｾﾂﾋﾞ
951-511311474 旭区今宿西町373番地８

有限会社シーティマツザキ

ｼｰﾃｨﾏﾂｻﾞｷ
520-367711622 旭区今宿西町387番地の30

株式会社杉﨑管工

ｽｷﾞｻﾞｷｶﾝｺｳ
951-689230278 旭区今宿西町377番地19

株式会社  浜

ﾊﾏ
953-806600676 旭区今宿西町328番地

アーク工業  有限会社

ｱｰｸｺｳｷﾞｮｳ
958-016630127 旭区今宿東町920番地５

市川水道工事店

ｲﾁｶﾜｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞﾃﾝ
951-026000201 旭区今宿東町1615番地

株式会社興栄建設

ｺｳｴｲｹﾝｾﾂ
952-070311380 旭区今宿東町875番地９

有限会社  藤田工務店

ﾌｼﾞﾀｺｳﾑﾃﾝ
951-276700935 旭区今宿東町1613番地

横浜建興  株式会社

ﾖｺﾊﾏｹﾝｺｳ
954-555000388 旭区今宿東町831番地の９

富田工業  有限会社

ﾄﾐﾀｺｳｷﾞｮｳ
954-321630028 旭区今宿南町2089番地

株式会社  長谷川設備

ﾊｾｶﾞﾜｾﾂﾋﾞ
954-155100203 旭区今宿南町2122番地

株式会社エーダイ

ｴｰﾀﾞｲ
744-771311713 旭区小高町122番地１
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旭区

株式会社Ｎeox

ﾈｵｯｸｽ
042-813-853911547 旭区小高町38番地１

ファーストサービスヤマト管理　有限会社

ﾌｧｰｽﾄｻｰﾋﾞｽﾔﾏﾄｶﾝﾘ
363-325910934 旭区柏町１番地の７

有限会社  リョクト設備工業

ﾘｮｸﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
924-382200694 旭区上川井町2001番地15

有限会社  青葉台冷熱

ｱｵﾊﾞﾀﾞｲﾚｲﾈﾂ
953-159411298 旭区上白根町１２５６番地

一管　株式会社

ｲｯｶﾝ
442-109011542 旭区上白根町1306-23

株式会社  泰山園

ﾀｲｻﾝｴﾝ
951-257411334 旭区上白根町1257番地の16

中鉢建設  株式会社

ﾁｭｳﾊﾞﾁｹﾝｾﾂ
954-349710830 旭区上白根町744番地の４

有限会社ヤマギシ設備

ﾔﾏｷﾞｼｾﾂﾋﾞ
954-123900666 旭区上白根町806番地36

児玉住設

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

有限会社  関東水理工業

ｶﾝﾄｳｽｲﾘｺｳｷﾞｮｳ
953-048011192 旭区川井宿町165番地の１

浅井建設株式会社

ｱｻｲｹﾝｾﾂ
951-318410609 旭区川井本町80番地

有限会社  岩本設備

ｲﾜﾓﾄｾﾂﾋﾞ
954-154700595 旭区川井本町87番地27

鶴亀住宅設備

ﾂﾙｶﾒｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ
514-838511723 旭区川井本町90番地９

有限会社  山本設備工業

ﾔﾏﾓﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
954-108600936 旭区川井本町16番地の６

有限会社メイセイエンジニアリング

ﾒｲｾｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
383-813130092 旭区川島町3079番地１

株式会社岩本工業所

ｲﾜﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｼｮ
352-574100669 旭区桐が作1861番地

有限会社  大栄設備工業

ﾀﾞｲｴｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
352-300100726 旭区桐が作1613番地の８

有限会社  増田設備

ﾏｽﾀﾞｾﾂﾋﾞ
442-658330027 旭区桐が作1603番地５

有限会社  森田設備

ﾓﾘﾀｾﾂﾋﾞ
353-087500701 旭区左近山1116番地の7　左近山団地4

街区24棟202号

株式会社  富士住設機器

ﾌｼﾞｼﾞｭｳｾﾂｷｷ
364-554500395 旭区笹野台三丁目48番20号

株式会社ライフ

ﾗｲﾌ
367-417130067 旭区笹野台四丁目65番16号

有限会社  村岡工業

ﾑﾗｵｶｺｳｷﾞｮｳ
361-358300389 旭区さちが丘180番地
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旭区

有限会社  近藤設備工業所

ｺﾝﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
373-430500194 旭区三反田町164番地

株式会社  ダイショー

ﾀﾞｲｼｮｰ
442-718000443 旭区三反田町83番地の１

株式会社  富士

ﾌｼﾞ
952-209800782 旭区下川井町2189番地

神管設備  有限会社

ｼﾝｶﾝｾﾂﾋﾞ
952-178300204 旭区白根一丁目20番３号

株式会社  川嶋土木

ｶﾜｼﾏﾄﾞﾎﾞｸ
953-810611462 旭区白根二丁目７番24号

有限会社　カワビエンジニアリング

ｶﾜﾋﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
951-820330223 旭区白根三丁目27番９号　ベルグリーン

A101号

有限会社  五十嵐設備

ｲｶﾞﾗｼｾﾂﾋﾞ
952-491400889 旭区白根四丁目12番10号

株式会社　鶴ヶ峰建設

ﾂﾙｶﾞﾐﾈｹﾝｾﾂ
951-323511588 旭区白根四丁目25番１号

永野工業  株式会社

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ
951-035500688 旭区白根八丁目20番７号

有限会社　グローバンス

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

株式会社　タヅケ設備

ﾀﾂﾞｹｾﾂﾋﾞ
520-880030581 旭区善部町138－24

株式会社  神奈川管工

ｶﾅｶﾞﾜｶﾝｺｳ
373-393911358 旭区鶴ケ峰二丁目27番地の2-1階

株式会社  シンサナミ

ｼﾝｻﾅﾐ
952-115100200 旭区鶴ケ峰二丁目５番地

株式会社カナエル

ｶﾅｴﾙ
954-474500466 旭区鶴ケ峰本町一丁目30番23号

日本技術工業株式会社

ﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺｳｷﾞｮｳ
744-841830588 旭区鶴ケ峰本町二丁目１番３号　307

株式会社　信南

ｼﾝﾅﾝ
360-721711529 旭区中希望が丘94番地の55

株式会社泰成工事

ﾀｲｾｲｺｳｼﾞ
366-235611743 旭区中希望が丘144番地1　希望が丘第２

コーポラスＥ棟501

有限会社  みあさ

ﾐｱｻ
391-473800934 旭区中希望が丘180番地の１

株式会社　城新

ｼﾞｮｳｼﾝ
362-219330454 旭区中沢一丁目40番６号

株式会社内野工務店

ｳﾁﾉｺｳﾑﾃﾝ
442-746011597 旭区中沢三丁目26番８号２F

興和工業  株式会社

ｺｳﾜｺｳｷﾞｮｳ
362-006400393 旭区中沢三丁目55番17号

津軽商事  株式会社

ﾂｶﾞﾙｼﾖｳｼﾞ
953-329910987 旭区中白根二丁目25番18号
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旭区

和紘建設  株式会社

ﾜｺｳｹﾝｾﾂ
955-203211121 旭区中白根二丁目14番48号

株式会社コナガヤ

ｺﾅｶﾞﾔ
459-510111671 旭区中白根三丁目608番地３

東光建設　株式会社

ﾄｳｺｳｹﾝｾﾂ
391-222100196 旭区東希望が丘189番地

株式会社　沿線ハウジング

ｴﾝｾﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
070-8550-978130490 旭区二俣川１丁目45番地の113

有限会社  内田水道工事店

ｳﾁﾀﾞｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞﾃﾝ
391-128400197 旭区本宿町108番地

谷商設備  株式会社

ﾀﾆｼｮｳｾﾂﾋﾞ
361-224500189 旭区本宿町78番地

ミヨシ設備

ﾐﾖｼｾﾂﾋﾞ
364-858230624 旭区本宿町108番地２

株式会社  坂本興業

ｻｶﾓﾄｺｳｷﾞﾖｳ
391-166610250 旭区本村町97番地１

有限会社篠崎商店

ｼﾉｻﾞｷｼｮｳﾃﾝ
361-912200622 旭区本村町96番地

有限会社ヤスイ設備工業

ﾔｽｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
953-232300467 旭区矢指町1939番地

76




