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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。

神奈川区

株式会社  三木組

ﾐｷｸﾞﾐ
453-004110410 神奈川区青木町７番地の16

株式会社  大柴工務店

ｵｵｼﾊﾞｺｳﾑﾃﾝ
421-439800030 神奈川区大口通131番地４

株式会社  近藤水道

ｺﾝﾄﾞｳｽｲﾄﾞｳ
481-456600491 神奈川区片倉二丁目36番19号

相武設備工業  株式会社

ｿｳﾌﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
491-969500685 神奈川区片倉二丁目66番６号

株式会社  辰エンタープライズ

ﾀﾂｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ
488-482211448 神奈川区片倉二丁目16番42号

株式会社  京浜設備工業所

ｹｲﾋﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
321-319200037 神奈川区上反町２丁目26番地15

有限会社ケイティ工業

ｹｲﾃｨｺｳｷﾞｮｳ
433-930100819 神奈川区神之木台38番４号

有限会社  杉田設備工事

ｽｷﾞﾀｾﾂﾋﾞｺｳｼﾞ
491-301900720 神奈川区神大寺三丁目３番８号

有限会社  松林工業

ﾏﾂﾊﾞﾔｼｺｳｷﾞｮｳ
461-086000558 神奈川区子安通１丁目185番地

株式会社カンパイ

ｶﾝﾊﾟｲ
548-819130434 神奈川区三枚町248番地６

有限会社 隅田工業

ｽﾐﾀｺｳｷﾞｮｳ
481-157300721 神奈川区三枚町188番地

一造園土木株式会社

ﾊｼﾞﾒｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ
374-282610878 神奈川区三枚町358番地３

有限会社　KSY

ｹｰｴｽﾜｲ
520-954530561 神奈川区白幡上町38番22号

有限会社  笠原工務店

ｶｻﾊﾗｺｳﾑﾃﾝ
401-153110981 神奈川区新子安一丁目25番27号

宝建設  株式会社

ﾀｶﾗｹﾝｾﾂ
434-311510059 神奈川区新子安一丁目16番22号

株式会社  日清

ﾆｯｾｲ
421-920100678 神奈川区新子安一丁目30番16号

メルビック電工　株式会社

ﾒﾙﾋﾞｯｸﾃﾞﾝｺｳ
434-188630325 神奈川区新子安一丁目34番３号

浅田工業

ｱｻﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ
472-568511684 神奈川区菅田町1727番地の17

有限会社  落合水道設備

ｵﾁｱｲｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ
471-869200045 神奈川区菅田町1712番地２

さくら設備工業  株式会社

ｻｸﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
470-333100738 神奈川区菅田町923番地

有限会社  佐野設備

ｻﾉｾﾂﾋﾞ
474-370600675 神奈川区菅田町2608番地の11

株式会社新明工事

ｼﾝﾒｲｺｳｼﾞ
470-334411643 神奈川区菅田町2714番地18
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神奈川区

ライズ

ﾗｲｽﾞ
475-405911447 神奈川区菅田町183番地の２　竹井ﾃﾗｽ

株式会社　リウォータ

ﾘｳｫｰﾀ
548-880330453 神奈川区菅田町985番地37

株式会社　ケイエス設計

ｹｲｴｽｾｯｹｲ
290-326630562 神奈川区反町１－６－１　川口ビル302

有限会社  柴田工務店

ｼﾊﾞﾀｺｳﾑﾃﾝ
323-160300040 神奈川区反町３丁目23番地17

有限会社ジョーセツ

ｼﾞｮｰｾﾂ
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

株式会社  力設備

ﾁｶﾗｾﾂﾋﾞ
321-202900031 神奈川区反町４丁目30番地10

ひなゆ合同会社

ﾋﾅﾕ
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

エヌ・ケイ・テクノ  株式会社

ｴﾇｹｲﾃｸﾉ
311-978100801 神奈川区鶴屋町３丁目35番地の１

新栄建設株式会社

ｼﾝｴｲｹﾝｾﾂ
421-118510462 神奈川区西神奈川一丁目18番地９

株式会社  横溝工務店

ﾖｺﾐｿﾞｺｳﾑﾃﾝ
432-022510689 神奈川区西神奈川三丁目16番地の１

有限会社  松岡工業

ﾏﾂｵｶｺｳｷﾞｮｳ
423-863800737 神奈川区西寺尾二丁目４番11号

有限会社  タカ住設

ﾀｶｼﾞｭｳｾﾂ
432-968100800 神奈川区西寺尾四丁目５番24号

井原造園株式会社

ｲﾊﾗｿﾞｳｴﾝ
383-272110603 神奈川区羽沢町1198番地

株式会社植宗エクステリア

ｳｴｿｳｴｸｽﾃﾘｱ
442-379511539 神奈川区羽沢町８２１番地

株式会社　カツマタ

ｶﾂﾏﾀ
373-738330449 神奈川区羽沢町1522番地

有限会社上北工業

ｶﾐｷﾀｺｳｷﾞｮｳ
383-081810893 神奈川区羽沢町498番地27

株式会社環境造園

ｶﾝｷｮｳｿﾞｳｴﾝ
459-995511259 神奈川区羽沢町１１１９番地１９

有限会社　スイ・スイ

ｽｲｽｲ
459-980030443 神奈川区羽沢町1522

相武造園土木  株式会社

ｿｳﾌﾞｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ
381-315311067 神奈川区羽沢町1562番地

有限会社　タカハシ

ﾀｶﾊｼ
371-046830391 神奈川区羽沢町1202番地の３４

早坂緑化株式会社

ﾊﾔｻｶﾘｮｯｶ
383-104111258 神奈川区羽沢町14番地１

株式会社丸舗建設

ﾏﾙﾎｹﾝｾﾂ
382-131911047 神奈川区羽沢町1222番地
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神奈川区

モチダ設計

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

有限会社  川下組

ｶﾜｼﾀｸﾞﾐ
382-224411363 神奈川区羽沢南一丁目44番10号

株式会社キョウシン設備

ｷｮｳｼﾝｾﾂﾋﾞ
295-020630612 神奈川区羽沢南一丁目33番８号

東洋住宅サービス  株式会社

ﾄｳﾖｳｼﾞｭｳﾀｸｻｰﾋﾞｽ
383-222110071 神奈川区羽沢南二丁目38番１号

株式会社桐ケ谷工業所

ｷﾘｶﾞﾔｺｳｷﾞｮｳｼｮ
461-047130593 神奈川区東神奈川二丁目49番地16

太建工業  株式会社

ﾀｲｹﾝｺｳｷﾞｮｳ
322-333500610 神奈川区二ツ谷町７番地11

株式会社ビオン工業

ﾋﾞｵﾝｺｳｷﾞｮｳ
321-851130169 神奈川区二ツ谷町８番地１

有限会社  キムラ総合設備

ｷﾑﾗｾﾂﾋﾞ
431-095100576 神奈川区松見町１丁目32番地の４

有限会社総合設備サービス

ｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞｻｰﾋﾞｽ
324-545600682 神奈川区松本町３丁目25番地15

株式会社  竹内商会

ﾀｹｳﾁｼｮｳｶｲ
323-380800870 神奈川区松本町４丁目29番地１

イサミ設備設計

ｲｻﾐｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ
323-384710966 神奈川区三ツ沢上町18番11号

新崎住設株式会社

ｼﾝｻﾞｷｼﾞｭｳｾﾂ
323-127900478 神奈川区三ツ沢中町５番15号

藤造園建設株式会社

ﾌｼﾞｿﾞｳｴﾝｹﾝｾﾂ
322-572110465 神奈川区三ツ沢中町６番７号

株式会社 キャプティ

ｷｬﾌﾟﾃｨ
440-082900594 神奈川区守屋町３丁目９番13号

日本道路　株式会社　横浜営業所

ﾆﾎﾝﾄﾞｳﾛ ﾖｺﾊﾏｴｲｷﾞｮｳｼｮ
277-001411010 神奈川区守屋町３丁目９番地13　TVPビ

ル２階

富田屋管工  株式会社

ﾄﾐﾀﾔｶﾝｺｳ
432-362100038 神奈川区六角橋一丁目16番４号

株式会社　サンユウ

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

株式会社  平和設備工業所

ﾍｲﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
481-281100360 神奈川区六角橋四丁目14番１号

有限会社  佐藤設備工業所

ｻﾄｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
481-141500041 神奈川区六角橋六丁目25番19号
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