
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。

横浜市外

有限会社成瀬管工設備

ﾅﾙｾｶﾝｺｳｾﾂﾋﾞ
046-285-136630111 愛甲郡愛川町中津1173番地

株式会社　ヒロズ

ﾋﾛｽﾞ
046-286-666130352 愛甲郡愛川町中津2148番地

有限会社　山口商会

ﾔﾏｸﾞﾁｼｮｳｶｲ
046-285-335530440 愛甲郡愛川町中津1918番地

株式会社熊谷設備

ｸﾏｶﾞｲｾﾂﾋﾞ
0465-83-373230610 足柄上郡大井町金子1764番地１　横山モ

カール102

有限会社　コーユー

ｺｰﾕｰ
0465-85-310811650 足柄上郡開成町吉田島2458-3

有限会社　岩本設備工業

ｲﾜﾓﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0465-81-019730497 足柄上郡中井町井ノ口2764番地8

株式会社　山本工務店

ﾔﾏﾓﾄｺｳﾑﾃﾝ
0465-81-237011628 足柄上郡中井町井ノ口2761番地の15

ジェイ・アイ設備  神奈川営業所

ｼﾞｪｲｱｲｾﾂﾋﾞｶﾅｶﾞﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ
0465-20-436730208 足柄下郡湯河原町宮下752-36

有限会社ナミフサ設備

ﾅﾐﾌｻｾﾂﾋﾞ
0465-62-929511375 足柄下郡湯河原町鍛冶屋335番地12

アクア設備工業

ｱｸｱｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-244-222511625 厚木市山際727番地の3

E‐WORKS

ｲｰﾜｰｸｽ
046-280-661330522 厚木市中依知67番地の22

石塚設備

ｲｼﾂﾞｶｾﾂﾋﾞ
046-241-786111712 厚木市下荻野1296番地４

有限会社  大貫設備

ｵｵﾇｷｾﾂﾋﾞ
046-241-642330225 厚木市まつかげ台54番13号

オリエンタル設備工業　株式会社

ｵﾘｴﾝﾀﾙｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-221-276030493 厚木市妻田西３丁目24番34号

合資会社  カトウ商事

ｶﾄｳｼｮｳｼﾞ
046-294-509030150 厚木市妻田北４丁目２番６号

株式会社　ケイズホームサービス

ｹｲｽﾞﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ
046-281-885430459 厚木市上依知2586番地10

齋藤設備

ｻｲﾄｳｾﾂﾋﾞ
046-242-546530359 厚木市下荻野563番地の18

株式会社佐久間建設

ｻｸﾏｹﾝｾﾂ
046-281-955730420 厚木市山際67番地１

株式会社　第三設備

ﾀﾞｲｻﾝｾﾂﾋﾞ
046-221-833330346 厚木市長谷358番地２

大成設備　有限会社

ﾀｲｾｲｾﾂﾋﾞ
046-295-754130498 厚木市妻田北4丁目7番22号

有限会社　田中設備工業

ﾀﾅｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-245-541311536 厚木市下川入1366番地の１

株式会社ネクストイノベーション

ﾈｸｽﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
046-200-912830597 厚木市恩名１丁目20番27号　プチヒルズ

２F



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。

横浜市外

有限会社　藤田管工

ﾌｼﾞﾀｶﾝｺｳ
046-247-488030310 厚木市温水1869番地１

有限会社  三笠工業社

ﾐｶｻｺｳｷﾞｮｳｼｬ
046-221-082130130 厚木市厚木町３番２号

有限会社　ヤマト設備

ﾔﾏﾄｾﾂﾋﾞ
046-228-701811495 厚木市愛甲東一丁目14番４号

Ｕ－ＴＥＣＨ

ﾕ-ﾃｯｸ
046-245-329011694 厚木市関口1110番地25

有限会社  池永設備

ｲｹﾅｶﾞｾﾂﾋﾞ
0467-78-564411309 綾瀬市上土棚北3丁目25番32

有限会社  大八木設備商会

ｵｵﾔｷﾞｾﾂﾋﾞｼｮｳｶｲ
0467-76-506100910 綾瀬市蓼川３丁目３番12号

有限会社今野住設

ｺﾝﾉｼﾞｭｳｾﾂ
0467-77-934711653 綾瀬市落合南５丁目２番66号

株式会社　大五建設

ﾀﾞｲｺﾞｹﾝｾﾂ
0467-71-357711526 綾瀬市早川1345番地の38

株式会社二大設備工業

ﾆﾀﾞｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0467-76-889311551 綾瀬市小園南二丁目19番５号

株式会社　ノリコーサービス

ﾉﾘｺｰｻｰﾋﾞｽ
0467-70-368800981 綾瀬市寺尾本町一丁目17番62号

株式会社　友心

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

有限会社  渡部設備工業

ﾜﾀﾍﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0467-78-629700980 綾瀬市寺尾中３丁目11番21号

有限会社　足立工務店

ｱﾀﾞﾁｺｳﾑﾃﾝ
0463-95-133811533 伊勢原市石田907番地

株式会社  丹野設備工業所

ﾀﾝﾉｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
0463-93-066200912 伊勢原市上粕屋448番地19

沼田設備

ﾇﾏﾀｾﾂﾋﾞ
0463-79-659811667 伊勢原市下谷668番地の１

有限会社　フジ管工設備

ﾌｼﾞｶﾝｺｳｾﾂﾋﾞ
0463-93-528411510 伊勢原市日向1155番地

株式会社丸義設備

ﾏﾙﾖｼｾﾂﾋﾞ
0463-73-866130602 伊勢原市子易1496番地３

豊建設　株式会社

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

有限会社  アクア設備

ｱｸｱｾﾂﾋﾞ
046-238-819330179 海老名市杉久保北四丁目３番６-1003号

株式会社  エス・エス・イー

ｴｽ･ｴｽ･ｲｰ
046-204-780030140 海老名市中央２丁目１番16号　センチュ

リー八芳２階

有限会社三高商会

ｻﾝｺｳｼｭｳｶｲ
046-234-014530281 海老名市中新田２丁目17番29号

有限会社田中装建　海老名営業所

ﾀﾅｶｿｳｹﾝ ｴﾋﾞﾅｴｲｷﾞｮｳｼｮ
046-206-474830252 海老名市本郷2354番地１



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。

横浜市外

有限会社  見上総合設備

ﾐｶﾐｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ
046-292-281330239 海老名市東柏ケ谷３丁目13番19号

株式会社  山口設備工業

ﾔﾏｸﾞﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-233-034500995 海老名市大谷北４丁目２番12号

アソー熱工業　株式会社

ｱｿｰﾈﾂｺｳｷﾞｮｳ
0465-36-783030505 小田原市中曽根31番地の12

建昇株式会社

ｹﾝｼｮｳ
0465-20-901511731 小田原市千代249番地16

株式会社スギヤマ設備

ｽｷﾞﾔﾏｾﾂﾋﾞ
0465-43-927711615 小田原市鴨宮137番地６

有限会社　スドウ工営

ｽﾄﾞｳｺｳｴｲ
0465-39-202111680 小田原市鬼柳799番地の10

誠真

ｾｲｼﾝ
0465-59-040711695 小田原市蓮正寺237

Ｄｒａｗ　Ｌｉｎｅ

ﾄﾞﾗｰ ﾗｲﾝ
090-9688-144011737 小田原市小八幡２丁目８番39号

フロンティア１株式会社

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

有限会社マルシン

ﾏﾙｼﾝ
0465-44-300111728 小田原市中村原161番地３

有限会社　阿部設備工業

ｱﾍﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0467-46-673230311 鎌倉市台３丁目３番５号

大倉設備工業  株式会社

ｵｵｸﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0467-24-332211313 鎌倉市雪ノ下５丁目１番５号

Ｏｃｈｏｇａｔｏ

ｵﾁﾖｶﾞﾄ
0467-67-543411470 鎌倉市浄明寺一丁目9番23号

株式会社金沢商会

ｶﾅｻﾞﾜｼｮｳｶｲ
0467-22-107030406 鎌倉市長谷１丁目11番14号

有限会社  協伸設備工業

ｷｮｳｼﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0467-44-337200958 鎌倉市寺分１丁目25番７号

有限会社　坂井工業

ｻｶｲｺｷﾞｮｳ
0467-32-133830289 鎌倉市笛田２丁目13番２号

株式会社  昴

ｽﾊﾞﾙ
0467-31-313830258 鎌倉市津688番地の３

有限会社  原管工

ﾊﾗｶﾝｺｳ
0467-22-101411342 鎌倉市長谷２丁目21番５号

有限会社  若林設備

ﾜｶﾊﾞﾔｼｾﾂﾋﾞ
0467-46-655230014 鎌倉市大船1226番地

AQUAS

ｱｸｱｽ
090-3595-893430618 川崎市麻生区向原３丁目１番10－１号

麻生建設  株式会社

ｱｻｵｹﾝｾﾂ
044-987-937030039 川崎市麻生区上麻生６丁目13番13号

有限会社  生田衛生設備

ｲｸﾀｴｲｾｲｾﾂﾋﾞ
044-966-026830180 川崎市麻生区百合丘１丁目５番地５



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。

横浜市外

遠藤環衛　株式会社

ｴﾝﾄﾞｳｶﾝｴｲ
044-955-574011645 川崎市麻生区王禅寺1227番地10

有限会社　小川水道

ｵｶﾞﾜｽｲﾄﾞｳ
044-981-036030353 川崎市麻生区片平２丁目24番11号

興津エンジニアリング

ｵｷﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
050-3794-308630601 川崎市麻生区王禅寺東６丁目12番20号

佐藤設備

ｻﾄｳｾﾂﾋﾞ
044-980-135730322 川崎市麻生区白鳥１丁目19番15号

株式会社  サン工営

ｻﾝｺｳｴｲ
044-954-190130261 川崎市麻生区王禅寺西３丁目１番３号

征矢設備

ｾｲﾔｾﾂﾋﾞ
044-712-370730506 川崎市麻生区東百合丘１丁目36番1-2号

有限会社  大生エンジニアリング

ﾀｲｾｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
044-980-037411354 川崎市麻生区早野425番地

高田設備  株式会社

ﾀｶﾀﾞｾﾂﾋﾞ
044-969-379000130 川崎市麻生区細山７丁目11番26号

株式会社  高根設備

ﾀｶﾈｾﾂﾋﾞ
044-988-691211325 川崎市麻生区王禅寺西５丁目18番１号

株式会社　鶴川設備工業　川崎営業所

ﾂﾙｶﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-989-366330001 川崎市麻生区岡上３丁目17番20号

日新工業株式会社

ﾆｯｼﾝｺｳｷﾞｮｳ
044-955-115500966 川崎市麻生区片平５丁目９番６号青葉201

号室

株式会社北斗工機

ﾎｸﾄｺｳｷ
044-322-947100847 川崎市麻生区細山４丁目25番11号

株式会社  百合ヶ丘設備工業

ﾕﾘｶﾞｵｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-954-273611324 川崎市麻生区高石１丁目21番９号

猪瀬建設株式会社

ｲﾉｾｹﾝｾﾂ
044-333-396730421 川崎市川崎区追分町１番13号

小田土木  株式会社

ｵﾀﾞﾄﾞﾎﾞｸ
044-366-822330131 川崎市川崎区浅田２丁目10番11号

梶浦設備工業

ｶｼﾞｳﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-589-695530478 川崎市川崎区渡田１丁目９番５－101号

川又電機工事  株式会社

ｶﾜﾏﾀﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ
044-277-383400961 川崎市川崎区観音２丁目９番３号

株式会社　上栄工業　川崎営業所

ｼﾞｮｳｴｲｺｲｺｳｷﾞｮｳ
044-201-742111654 川崎市川崎区大島４丁目１－17

有限会社　辻設備

ﾂｼﾞｾﾂﾋﾞ
044-221-635030334 川崎市川崎区大師駅前２丁目12番21号

有限会社  土屋興業

ﾂﾁﾔｺｳｷﾞｮｳ
044-366-663600996 川崎市川崎区小田栄１丁目12番15号

有限会社  東栄設備工業所

ﾄｳｴｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
044-329-111000896 川崎市川崎区浅田３丁目16番11号

東京ガスリビングライン株式会社　川崎支社

ﾄｳｷｮｳｶﾞｽﾘﾋﾞﾝｸﾞﾗｲﾝ ｶﾜｻｷｼｼｬ
044-210-212611618 川崎市川崎区小川町６番地１



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。

横浜市外

東都熱工業株式会社

ﾄｳﾄﾈﾂｺｳｷﾞｮｳ
044-244-723030518 川崎市川崎区富士見２丁目５番６号

有限会社菱沼工業所

ﾋｼﾇﾏｺｳｷﾞｮｳｼｮ
044-288-073911386 川崎市川崎区川中島２丁目８番５号

株式会社丸一設備

ﾏﾙｲﾁｾﾂﾋﾞ
044-281-153030080 川崎市川崎区塩浜３丁目16番11号

ＵＰ株式会社　神奈川営業所

ﾕｳﾋﾟｰ ｶﾅｶﾞﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ
044-589-835911744 川崎市川崎区本町１丁目８番３号　207号

株式会社　由貴工務店

ﾕｷｺｳﾑﾃﾝ
044-201-878130568 川崎市川崎区浜町４丁目16番８号

有限会社湯田工業

ﾕﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-201-278030524 川崎市川崎区貝塚2丁目2番3-1204号

和光建設  株式会社

ﾜｺｳｹﾝｾﾂ
044-277-340111409 川崎市川崎区池上町４番25号

有限会社 相澤設備工業

ｱｲｻﾞﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-511-461900921 川崎市幸区古市場１丁目７番地の６

株式会社エスチーム

ｴｽﾁｰﾑ
044-201-934711718 川崎市幸区南加瀬３丁目21番23号

協伸工業　有限会社

ｷｮｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ
044-544-671930328 川崎市幸区小向西町４丁目57番地

株式会社　伸栄工事

ｼﾝｴｲｺｳｼﾞ
044-588-734430297 川崎市幸区南加瀬４丁目16番32号

有限会社新設備

ｼﾝｾﾂﾋﾞ
044-599-935100836 川崎市幸区南加瀬３丁目8番32号

タイアップ

ﾀｲｱｯﾌﾟ
044-541-581630576 川崎市幸区中幸町３丁目26番地24　ｸﾚｯ

ｾﾝﾄ川崎ﾀﾜｰ1102

大同産業  株式会社

ﾀﾞｲﾄﾞｳｻﾝｷﾞｮｳ
044-544-518500021 川崎市幸区下平間280番地　ラ・ガイア３Ｆ

株式会社藤森工業

ﾌｼﾞﾓﾘｺｳｷﾞｮｳ
044-541-351730015 川崎市幸区遠藤町32番地７

宝建工業株式会社

ﾎｳｹﾝｺｳｷﾞｮｳ
044-223-652830614 川崎市幸区北加瀬２丁目５番35号

株式会社まり工房

ﾏﾘｺｳﾎﾞｳ
044-200-462930577 川崎市幸区南加瀬５丁目16番18-３号

株式会社和社工業

ﾜｼｬｺｳｷﾞｮｳ
044-271-616030527 川崎市幸区小向仲野町4番14号

株式会社　わたなべ

ﾜﾀﾅﾍﾞ
044-201-960411663 川崎市幸区古川町84番地７

有限会社  阿部設備

ｱﾍﾞｾﾂﾋﾞ
044-822-604300874 川崎市高津区二子３丁目34番10号

有限会社  五十嵐設備工業所

ｲｶﾞﾗｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
044-777-325000898 川崎市高津区蟹ケ谷146番地

株式会社　井口設備工業

ｲｸﾞﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-751-627630348 川崎市高津区子母口421番地101
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横浜市外

株式会社  エー・エム・シー

ｴｰ･ｴﾑ･ｼｰ
044-888-461130138 川崎市高津区梶ケ谷５丁目６番地20

有限会社  川辺工業

ｶﾜﾍﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-833-453800861 川崎市高津区久地１丁目４番11号

株式会社  協和日成  神奈川支店

ｷｮｳﾜﾆｯｾｲｶﾅｶﾞﾜｼﾃﾝ
044-829-331600061 川崎市高津区末長４丁目７番８号

有限会社国府田設備

ｺｳﾀﾞｾﾂﾋﾞ
044-888-846111376 川崎市高津区梶ケ谷６丁目13番地71

有限会社  さかい管工

ｻｶｲｶﾝｺｳ
044-777-108400964 川崎市高津区蟹ケ谷258番地の７

有限会社  清水設備

ｼﾐｽﾞｾﾂﾋﾞ
044-811-191930207 川崎市高津区溝口４丁目２番15号

有限会社  大輝

ﾀﾞｲｷ
044-853-200530232 川崎市高津区末長１丁目45番31-101号

日東工業　株式会社

ﾆｯﾄｳｺｳｷﾞｮｳ
044-753-201630431 川崎市高津区千年979番地１

有限会社富士総業

ﾌｼﾞｿｳｷﾞｮｳ
044-755-756830081 川崎市高津区東野川２丁目25番９号

株式会社　MARUZEN

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

有限会社  丸善興業

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

有限会社  渡辺工業

ﾜﾀﾅﾍﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-856-646100862 川崎市高津区上作延906番地20

有限会社　赤神設備工業

ｱｶｶﾞﾐｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-281-058011673 川崎市多摩区菅馬場２丁目５番３号

あかね有限責任事業組合

ｱｶﾈﾕｳｹﾞﾝｾｷﾆﾝｼﾞｷﾞｮｳｸﾐｱｲ
044-945-037830427 川崎市多摩区菅城下30番10号　ベルメゾ

ン105

株式会社WATER　WORKS　WAT

ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽﾜｯﾄ
044-455-607411715 川崎市多摩区菅城下31番5号　マックス

202号室

追川建設株式会社

ｵｲｶﾜｹﾝｾﾂ
044-933-164111558 川崎市多摩区枡形４丁目10番５号

有限会社  菊池工務店

ｷｸﾁｺｳﾑﾃﾝ
044-911-460400998 川崎市多摩区登戸新町190-2

株式会社　協同設備工業　川崎営業所

ｷｮｳﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ ｶﾜｻｷｴｲｷﾞｮｳｼｮ
044-455-650211639 川崎市多摩区菅3丁目11番3号　エステ稲

田堤304

有限会社長尾設備

ﾅｶﾞｵｾﾂﾋﾞ
044-922-384930099 川崎市多摩区長尾７丁目３番6－101号

株式会社　フレックスエンジニアリング

ﾌﾚｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
044-932-862230386 川崎市多摩区登戸357番地

前田興業株式会社

ﾏｴﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-932-182311311 川崎市多摩区宿河原２丁目２８番１８号

株式会社　モリセツ

ﾓﾘｾﾂ
044-767-827530557 川崎市多摩区菅３丁目12番25号
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横浜市外

有限会社山崎設備工業

ﾔﾏｻﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-944-925530082 川崎市多摩区菅北浦２丁目13番12号

友ウォーター

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

アズビル金門エンジニアリング株式会社

ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
044-751-163130519 川崎市中原区下小田中２丁目18番１号

有限会社新井設備事務所

ｱﾗｲｾﾂﾋﾞｼﾞﾑｼｮ
044-738-680611623 川崎市中原区今井西町17番5号　レシオ

ン武蔵小杉B棟402号室

有限会社　エムエム工業神奈川支店

ｴﾑｴﾑｺｳｷﾞｮｳｶﾅｶﾞﾜｼﾃﾝ
044-422-337211464 川崎市中原区中丸子414番地

荻原住宅設備機器  株式会社

ｵｷﾞﾜﾗｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞｷｷ
044-771-881100962 川崎市中原区上小田中６丁目23番33号

鹿島環境設備　株式会社

ｶｼﾏｶﾝｷｮｳｾﾂﾋﾞ
044-777-144011483 川崎市中原区下小田中６丁目９番３３号

株式会社  坂本商会

ｻｶﾓﾄｼｮｳｶｲ
044-752-056030038 川崎市中原区下小田中６丁目９番33号

ＴＳ設備

ﾃｨｴｽｾﾂﾋﾞ
090-6942-301930360 川崎市中原区宮内３丁目11番５号　ハイ

ツ宮内Ⅲ202

日化設備工業　株式会社　川崎支店

ﾆｯｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾜｻｷｼﾃﾝ
044-422-545100982 川崎市中原区中丸子461番地

株式会社ブルーライン　神奈川営業所

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ ｶﾅｶﾞﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ
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

株式会社エーケン

ｴｰｹﾝ
044-852-650500846 川崎市宮前区神木本町２丁目9番10号

有限会社　エフアイシー

ｴﾌｱｲｼｰ
044-888-494830298 川崎市宮前区馬絹２丁目３番１号

有限会社  大坂設備

ｵｵｻｶｾﾂﾋﾞ
044-852-397100986 川崎市宮前区平６丁目４番48号

啓友設備  株式会社

ｹｲﾕｳｾﾂﾋﾞ
044-854-009711299 川崎市宮前区東有馬２丁目12番2号

有限会社  佐藤工業所

ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ
044-877-475100854 川崎市宮前区宮前平３丁目10番地９

株式会社　シムラ

ｼﾑﾗ
044-750-043330479 川崎市宮前区初山１丁目24番10号

有限会社  菅生工務店

ｽｶﾞｵｺｳﾑﾃﾝ
044-977-230200900 川崎市宮前区菅生２丁目６番３号

株式会社  スガオ施工

ｽｶﾞｵｾｺｳ
044-977-382611347 川崎市宮前区犬蔵１丁目37番15号

株式会社　タイトー

ﾀｲﾄｰ
044-755-445630567 川崎市宮前区野川3214番地18

有限会社  髙津住設

ﾀｶﾂｼﾞｭｳｾﾂ
044-856-653000850 川崎市宮前区平２丁目20番12号

有限会社  寺嶋設備工務店

ﾃﾗｼﾞﾏｾﾂﾋﾞｺｳﾑﾃﾝ
044-857-889111323 川崎市宮前区神木本町３丁目３番17号
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横浜市外

有限会社　中嶋設備

ﾅｶｼﾞﾏｾﾂﾋﾞ
044-789-819030323 川崎市宮前区土橋四丁目１番地９

有限会社ハマダ管工

ﾊﾏﾀﾞｶﾝｺｳ
044-799-180000985 川崎市宮前区南野川３丁目30番28号

株式会社  原設備工業

ﾊﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-855-306730237 川崎市宮前区宮崎５丁目３番32号

洋設備設計事務所

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

株式会社  ヒロテック・ジャパン

ﾋﾛﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ
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

有限会社  藤設備工業

ﾌｼﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
044-799-592530198 川崎市宮前区西野川１丁目26番26号

株式会社  フルヤテクノ

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

ミサワホーム建設株式会社　

ﾐｻﾜﾎｰﾑｹﾝｾﾂ
044-750-743511498 川崎市宮前区初山１丁目24番11号

有限会社  横山水道設備

ﾖｺﾔﾏｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ
044-755-522330163 川崎市宮前区野川805番地

若松工業

ﾜｶﾏﾂｺｳｷﾞｮｳ
044-977-568930395 川崎市宮前区白幡台１丁目１３番１２号

ローレル白幡２０２

有限会社　アート設備工業

ｱｰﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0467-74-320211437 高座郡寒川町倉見902番地２

イズミ工業

ｲｽﾞﾐｺｳｷﾞｮｳ
0466-77-981411596 高座郡寒川町一之宮８丁目21番19-2号

有限会社  大石ポンプ店

ｵｵｲｼﾎﾟﾝﾌﾟﾃﾝ
0467-74-183530181 高座郡寒川町田端929番地

株式会社  サンエーサンクス

ｻﾝｴｰｻﾝｸｽ
0467-75-211130217 高座郡寒川町倉見968番地の１

株式会社  勝栄工業

ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ
0467-74-373300930 高座郡寒川町田端1177番地

有限会社  杉﨑設備工業

ｽｷﾞｻﾞｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0467-74-183711279 高座郡寒川町小谷１５３０番地

有限会社　戸川設備工業

ﾄｶﾞﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0467-33-485830319 高座郡寒川町一之宮４丁目７番２号

株式会社　富湘設備

ﾄﾐｼｮｳｾﾂﾋﾞ
0467-75-378011688 高座郡寒川町小谷３丁目１番35号

有限会社　二葉工務店

ﾌﾀﾊﾞｺｳﾑﾃﾝ
0467-75-610830320 高座郡寒川町倉見1700番地

株式会社  アイダ設計  相模原モデル店

ｱｲﾀﾞｾｯｹｲ  ｻｶﾞﾐﾊﾗﾓﾃﾞﾙﾃﾝ
050-3173-241711446 相模原市中央区清新２丁目５番９号

株式会社  アサヒ設備

ｱｻﾋｾﾂﾋﾞ
042-754-531030221 相模原市中央区矢部３丁目８番13号

伊佐設備工業株式会社

ｲｻｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
042-810-072311583 相模原市中央区田名5941番地１
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横浜市外

有限会社インテグラル

ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ
042-786-201611707 相模原市中央区中央３丁目14番７号３F

有限会社　ウォーターワークス笹野

ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽｻｻﾉ
042-713-173330569 相模原市中央区上溝4549番地21

株式会社Ｎ４エンジニアリング

ｴﾇﾌｫｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
042-707-749330530 相模原市中央区横山台2丁目34番19号

有限会社  オガサワラ

ｵｶﾞｻﾜﾗ
042-758-849300959 相模原市中央区上溝601番地の９

有限会社長田工業　相模原営業所

ｵｻﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｻｶﾞﾐﾊﾗｴｲｷﾞｮｳｼｮ
042-786-084030173 相模原市中央区千代田１丁目７番７号　メ

ゾン相模原201

工藤企画サービス

ｸﾄﾞｳｷｶｸｻｰﾋﾞｽ
042-707-051630521 相模原市中央区光が丘2丁目28番11号

株式会社  小山商会

ｺﾔﾏｼｮｳｶｲ
042-778-103100848 相模原市中央区上溝347番８

有限会社佐野設備工業

ｻﾉｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
042-769-592530535 相模原市中央区上矢部2丁目24番37号　

フレグランスB201

三親工業  株式会社

ｻﾝｼﾝｺｳｷﾞｮｳ
042-752-211000880 相模原市中央区淵野辺１丁目９番17号

有限会社　シールート工業

ｼｰﾙｰﾄｺｳｷﾞｮｳ
042-711-924630545 相模原市中央区田名塩田2丁目21番9号

株式会社JOWA住設

ｼﾞｮｳﾜｼﾞｭｳｾﾂ
042-852-716030596 相模原市中央区上溝1353番地16

進和工業　株式会社

ｼﾝﾜｺｳｷﾞｮｳ
042-757-152630313 相模原市中央区共和３丁目４番５号

株式会社　杉田設備

ｽｷﾞﾀｾﾂﾋﾞ
042-757-101530368 相模原市中央区陽光台５丁目２番18号

株式会社　杉本設備　

ｽｷﾞﾓﾄｾﾂﾋﾞ
042-752-933630335 相模原市中央区青葉１丁目13番18号

株式会社　スリムエイト

ｽﾘﾑｴｲﾄ
042-713-363611655 相模原市中央区水郷田名４丁目10番26

号

株式会社　セイコーテクノ東京

ｾｲｺｰﾃｸﾉﾄｳｷｮｳ
042-707-810630314 相模原市中央区光が丘3丁目13番25号

有限会社  田中設備工業所

ﾀﾅｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
042-752-972200879 相模原市中央区並木４丁目４番２号

有限会社ツカサ設備

ﾂｶｻｾﾂﾋﾞ
042-756-486930611 相模原市中央区陽光台６丁目11番24号

株式会社東和商会　相模原支店

ﾄｳﾜｼｮｳｶｲ ｻｶﾞﾐﾊﾗｼﾃﾝ
042-753-676711705 相模原市中央区中央４丁目５番９号　ロア

ジス相模原３－Ｂ

株式会社富士設備

ﾌｼﾞｾﾂﾋﾞ
042-752-524130072 相模原市中央区陽光台２丁目６番５号

株式会社文明設研

ﾌﾞﾝﾒｲｾﾂｹﾝ
042-810-734711719 相模原市中央区田名2093番地２の２階

株式会社町田工業　相模原営業所

ﾏﾁﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｻｶﾞﾐﾊﾗｴｲｷﾞｮｳｼｮ
042-758-969930083 相模原市中央区淵野辺本町５丁目35番７

号
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株式会社  三浦設備工業

ﾐｳﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
042-757-285330007 相模原市中央区清新８丁目２番１号

三不二設備

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

有限会社  森田設備工業

ﾓﾘﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
042-756-905611302 相模原市中央区上矢部4丁目21番2号

有限会社　守屋設備設計企画　相模原営業所

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
042-705-777530300 相模原市中央区陽光台５丁目２番18号

八千代水道株式会社

ﾔﾁﾖｽｲﾄﾞｳ
042-762-249030073 相模原市中央区田名3846番地１

大和建設工業　株式会社

ﾔﾏﾄｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ
042-713-117830555 相模原市中央区上溝３丁目20番14号

　101

ライフ　株式会社

ﾗｲﾌ
042-851-454030481 相模原市中央区千代田７丁目５番15号

株式会社　池部設備

ｲｹﾍﾞｾﾂﾋﾞ
042-779-419630387 相模原市緑区橋本台２丁目９番５号

有限会社  イワマ設備

ｲﾜﾏｾﾂﾋﾞ
042-780-133430230 相模原市緑区根小屋2573番地の９

株式会社エーピーエス　相模原支店

ｴｰﾋﾟｰｴｽ ｻｶﾞﾐﾊﾗｼﾃﾝ
042-703-896130627 相模原市緑区橋本１丁目２番17号　メゾン

さがみ202号

エンリッチ　株式会社

ｴﾝﾘｯﾁ
042-780-811511681 相模原市緑区長竹3008－１

有限会社加藤設備

ｶﾄｳｾﾂﾋﾞ
042-770-001230272 相模原市緑区東橋本４丁目11番17号

株式会社　光賢機構　相模原支店

ｺｳｹﾝｷｺｳ ｻｶﾞﾐﾊﾗｼﾃﾝ
042-780-812011674 相模原市緑区長竹2659－１

有限会社  サンダイ

ｻﾝﾀﾞｲ
042-764-177030167 相模原市緑区下九沢1560番地1

庄司設備　株式会社

ｼｮｳｼﾞｾﾂﾋﾞ
042-812-807811641 相模原市緑区城山１丁目13番17号

有限会社  杉崎水道

ｽｷﾞｻﾞｷｽｲﾄﾞｳ
042-782-237730254 相模原市緑区城山３丁目１番24号

有限会社  須藤工業

ｽﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ
042-771-747600942 相模原市緑区東橋本２丁目13番17号

ソウシン産業  株式会社

ｿｳｼﾝｻﾝｷﾞｮｳ
042-771-411130125 相模原市緑区二本松１丁目20番６号

有限会社  田中設備企画

ﾀﾅｶｾﾂﾋﾞｷｶｸ
042-703-733011428 相模原市緑区二本松4丁目25番3号

谷口管工　株式会社

ﾀﾆｸﾞﾁｶﾝｺｳ
042-760-243030484 相模原市緑区大島1001番地の８　ウェル

ズ21-B

株式会社日化住設

ﾆｯｶｼﾞｭｳｾﾂ
042-773-772511709 相模原市緑区相原１丁目７番９号

日本プラミング  株式会社

ﾆﾎﾝﾌﾟﾗﾐﾝｸﾞ
042-782-205730226 相模原市緑区谷ケ原２丁目10番４号
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ノアル総合設備株式会社

ﾉｱﾙｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ
042-715-550730423 相模原市緑区下九沢1558番地85

株式会社本田設備

ﾎﾝﾀﾞｾﾂﾋﾞ
042-784-513611553 相模原市緑区三ケ木1175番地

株式会社　萬田

ﾏﾝﾀﾞ
042-783-110030578 相模原市緑区原宿１丁目７番22号

株式会社　森住興業

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

株式会社  横田設備

ﾖｺﾀｾﾂﾋﾞ
042-762-185800943 相模原市緑区大島2994番地の１

アース工業　株式会社

ｱｰｽｺｳｷﾞｮｳ
042-711-707211496 相模原市南区上鶴間本町９丁目12番21

号

有限会社  岩田設備

ｲﾜﾀｾﾂﾋﾞ
042-777-566030182 相模原市南区下溝2560番地１

株式会社　英進設備工業

ｴｲｼﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
042-741-589130361 相模原市南区東林間２丁目３番６号

有限会社Ｓ＆Ｙ

ｴｽｱﾝﾄﾞﾜｲ
046-253-570511392 相模原市南区相武台１丁目19番６号

有限会社  大河原設備

ｵｵｶﾜﾗｾﾂﾋﾞ
042-745-578630262 相模原市南区上鶴間本町８丁目45番４号

株式会社大塚設備工業　相模原営業所

ｵｵﾂｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ ｻｶﾞﾐﾊﾗｴｲｷﾞｮｳｼｮ
080-6745-890730617 相模原市南区大野台１丁目18番15号

株式会社加藤管工設備

ｶﾄｳｶﾝｺｳｾﾂﾋﾞ
042-812-891930267 相模原市南区上鶴間本町9丁目20番22

号

株式会社  川島商事

ｶﾜｼﾏｼｮｳｼﾞ
042-723-052130004 相模原市南区鵜野森２丁目11番15号

菊永建設　株式会社

ｷｸﾅｶﾞｹﾝｾﾂ
042-711-820411527 相模原市南区下溝3065番地の１

株式会社  久島工業

ｸｼﾏｺｳｷﾞｮｳ
042-756-433730247 相模原市南区大野台３丁目22番29号

株式会社　小池設備

ｺｲｹｾﾂﾋﾞ
042-754-818130573 相模原市南区西大沼１－18－２

有限会社  小糸設備

ｺｲﾄｾﾂﾋﾞ
042-798-625430149 相模原市南区下溝1039番地の6

有限会社  さかい設備

ｻｶｲｾﾂﾋﾞ
046-252-009130257 相模原市南区磯部180番地の７

株式会社新木工業

ｼﾝｷｺｳｷﾞｮｳ
042-711-957930600 相模原市南区当麻1034番地

株式会社　水和設備　

ｽｲﾜｾﾂﾋﾞ
042-711-796211633 相模原市南区古渕４丁目７番13号　ホソ

ヤビル３F

有限会社トウシン工業

ﾄｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ
042-743-867630115 相模原市南区相模大野７丁目26番２号

藤和工業株式会社  相模原営業所

ﾄｳﾜｺｳｷﾞｮｳ  ｻｶﾞﾐﾊﾗｴｲｷﾞｮｳｼｮ
042-728-885130229 相模原市南区鵜野森３丁目36番６号メゾ

ン町田103
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長瀬産業  株式会社

ﾅｶﾞｾｻﾝｷﾞｮｳ
042-747-522530132 相模原市南区麻溝台４丁目７番20号

日広工業　株式会社

ﾆｯｺｳｺｳｷﾞｮｳ
042-767-851811689 相模原市南区相模大野８丁目10番20号

株式会社　ハギワラ

ﾊｷﾞﾜﾗ
042-778-351111416 相模原市南区当麻41番地

堀米興業

ﾎﾘｺﾞﾒｺｳｷﾞｮｳ
042-719-746711727 相模原市南区大野台５丁目２番13号

山田設備工業所

ﾔﾏﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
042-745-373411604 相模原市南区相南１丁目２番60号

有限会社山田土建

ﾔﾏﾀﾞﾄﾞｹﾝ
042-746-461311613 相模原市南区相模台６丁目30番19号

株式会社Ｌｇｏ

ﾚﾙｼ^ｵｰ
046-289-254630560 相模原市南区相武台２丁目11番11号　ネ

オハイツ安藤201

有限会社　オクツ

ｵｸﾂ
046-251-034330437 座間市座間１丁目3004番地１

株式会社シンライ

ｼﾝﾗｲ
046-259-602711720 座間市栗原中央３丁目31番７号ソネアー

ク２ＦＡ

積和建設神奈川 株式会社　厚木事業所

ｾｷﾜｹﾝｾﾂｶﾅｶﾞﾜ
046-298-026600892 座間市小松原１丁目15番12号

株式会社  双和

ｿｳﾜ
046-255-161600885 座間市明王３番地８

株式会社  宝商会

ﾀｶﾗｼｮｳｶｲ
046-251-235011287 座間市ひばりが丘４丁目16番16号

ツグミ設備

ﾂｸﾞﾐｾﾂﾋﾞ
090-3434-829830616 座間市ひばりが丘４丁目９番27号　604

株式会社  フジ設備工業

ﾌｼﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-244-087211316 座間市小松原１丁目11番１号

ユーゴー総合設備　株式会社

ﾕｰｺﾞｰｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ
046-205-475311605 座間市栗原869番地１

横浜プラント　株式会社

ﾖｺﾊﾏﾌﾟﾗﾝﾄ
046-255-270911322 座間市明王15番地の10

嘉貴工業　株式会社

ﾖｼｷｺｳｷﾞｮｳ
046-205-760430336 座間市栗原中央６丁目3036番25号

小林住設

ｺﾊﾞﾔｼｼﾞｭｳｾﾂ
046-871-131030253 逗子市池子２丁目20番7ｰ725号

有限会社眞下商事

ﾏｼﾀｼｮｳｼﾞ
046-873-784200946 逗子市久木１丁目５番１号

有限会社  武藤工務店

ﾑﾄｳｺｳﾑﾃﾝ
046-871-269100927 逗子市桜山６丁目２番19号

有限会社  アオキ住設

ｱｵｷｼﾞｭｳｾﾂ
0467-59-453030157 茅ヶ崎市柳島1575番地32

有限会社カワニシ

ｶﾜﾆｼ
0467-38-515730528 茅ヶ崎市芹沢853番地
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有限会社  ケンボス

ｹﾝﾎﾞｽ
0467-54-724430238 茅ヶ崎市高田４丁目13番８号

株式会社　晃真工業

ｺｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ
0467-87-233530455 茅ヶ崎市萩園1599番地１

有限会社  サンスイ工業

ｻﾝｽｲｺｳｷﾞｮｳ
0467-51-715130209 茅ヶ崎市赤羽根448番地の５

有限会社　サンデン

ｻﾝﾃﾞﾝ
0467-53-110430504 茅ヶ崎市行谷288番地の５

株式会社  サンヒーティング

ｻﾝﾋｰﾃｨﾝｸﾞ
0467-53-334000926 茅ヶ崎市赤羽根369番地の３

株式会社　湘南ウォーターワークス

ｼｮｳﾅﾝｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽ
0467-26-335030574 茅ヶ崎市下町屋１－４－２

株式会社湘南工業

ｼｮｳﾅﾝｺｳｷﾞｮｳ
0467-54-189911716 茅ヶ崎市松林２丁目８番５－２号

有限会社  せいわ工業

ｾｲﾜｺｳｷﾞｮｳ
0467-54-419800945 茅ヶ崎市赤羽根1788番地の２

株式会社　総栄

ｿｳｴｲ
0467-84-778130492 茅ヶ崎市堤1628番地

有限会社  田口設備工業所

ﾀｸﾞﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
0467-52-550111314 茅ヶ崎市甘沼５３２番地

株式会社  茅ヶ崎設備工業

ﾁｶﾞｻｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0467-39-624030141 茅ヶ崎市みずき２丁目21番９号

ツヅキ工業　株式会社

ﾂﾂﾞｷｺｳｷﾞｮｳ
0467-98-217130354 茅ヶ崎市旭が丘１番11号

株式会社　マルイ設備

ﾏﾙｲｾﾂﾋﾞ
0467-51-395430445 茅ヶ崎市赤羽根3760番地１

有限会社　丸幸商事

ﾏﾙｺｳｼｮｳｼﾞ
0467-83-346730460 茅ヶ崎市柳島海岸1089番地

株式会社　ミライ工業

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

有限会社　山口設備

ﾔﾏｸﾞﾁｾﾂﾋﾞ
0467-85-939230468 茅ヶ崎市柳島二丁目９番12号

株式会社　ゆうしん設備

ﾕｳｼﾝｾﾂﾋﾞ
0467-40-400130485 茅ヶ崎市香川２丁目19番１号

有限会社　岩田土木管工

ｲﾜﾀﾄﾞﾎﾞｸｶﾝｺｳ
0463-61-721530540 中郡大磯町大磯57番地の2

株式会社　伊東商店

ｲﾄｳｼｮｳﾃﾝ
0463-88-188211629 秦野市並木町5番6号

功将　株式会社

ｺｳｼｮｳ
0463-77-157730543 秦野市南矢名1745番地の2

有限会社　シンセツ

ｼﾝｾﾂ
0463-83-663630388 秦野市平沢233番地の１

株式会社　鈴木工業

ｽｽﾞｷｺｳｷﾞｮｳ
0463-76-872230512 秦野市下大槻302番地の３
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髙橋設備工業

ﾀｶﾊｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0463-82-456930570 秦野市東田原200－162

株式会社　水野建設

ﾐｽﾞﾉｹﾝｾﾂ
0463-82-160411696 秦野市平沢336番地の５

株式会社  みどりや

ﾐﾄﾞﾘﾔ
0463-81-003911460 秦野市寿町６番６号

株式会社相原設備

ｱｲﾊﾗｾﾂﾋﾞ
0463-55-542311559 平塚市下島849番地

有限会社　秋山設備

ｱｷﾔﾏｾﾂﾋﾞ
0463-35-712230447 平塚市山下340番地１

有限会社　荒川設備

ｱﾗｶﾜｾﾂﾋﾞ
0463-58-800611497 平塚市岡崎2894番地

有限会社猪俣管工事店

ｲﾉﾏﾀｶﾝｺｳｼﾞﾃﾝ
0463-32-154630265 平塚市平塚３丁目８番６号

有限会社大野サービス

ｵｵﾉｻｰﾋﾞｽ
0463-37-435130628 平塚市根坂間331番地４

オガワ設備　株式会社

ｵｶﾞﾜｾﾂﾋﾞ
0463-55-766311341 平塚市横内3788番地

株式会社川合工業所

ｶﾜｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ
0463-21-067400855 平塚市馬入本町２番４号

関東設備有限会社

ｶﾝﾄｳｾﾂﾋﾞ
0463-55-289611478 平塚市田村４丁目19番20号

株式会社　共栄建設

ｷｮｳｴｲｹﾝｾﾂ
0463-59-811811606 平塚市下吉沢468番地７

株式会社　ギョクシン工業

ｷﾞｮｸｼﾝｺｳｷﾞｮｳ
0463-36-252230355 平塚市根坂間293番地の２

喜立建設  有限会社

ｷﾘｭｳｹﾝｾﾂ
0463-36-911711303 平塚市南原１丁目１２番１号

株式会社下田商会

ｼﾓﾀﾞｼｮｳｶｲ
0463-22-026200789 平塚市四之宮二丁目３番72号

杉山管工設備 株式会社

ｽｷﾞﾔﾏｶﾝｺｳｾﾂﾋﾞ
0463-55-560000174 平塚市四之宮５丁目29番５号

株式会社　相創

ｿｳｿｳ
0463-21-228011434 平塚市西八幡三丁目８番11号

有限会社  にし設備

ﾆｼｾﾂﾋﾞ
0463-33-392500957 平塚市山下1080番地

株式会社  根布工業

ﾈﾌﾞｺｳｷﾞｮｳ
0463-33-555530168 平塚市御殿２丁目14番26号

明和管工  株式会社

ﾒｲﾜｶﾝｺｳ
0463-32-726711353 平塚市見附町46番16号

有限会社山吉吉田

ﾔﾏｷﾁﾖｼﾀﾞ
0463-33-548930621 平塚市見附町12番５号２F

株式会社アイビーテック

ｱｲﾋﾞｰﾃｯｸ
0466-66-631630603 藤沢市羽鳥２丁目４番５号
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有限会社　浅野設備

ｱｻﾉｾﾂﾋﾞ
0466-90-058230462 藤沢市亀井野1951番地

株式会社ありがとう

ｱﾘｶﾞﾄｳ
0466-53-773530418 藤沢市善行坂一丁目４番14号

有限会社  イズミ建設産業

ｲｽﾞﾐｹﾝｾﾂｻﾝｷﾞｮｳ
0466-84-227230042 藤沢市西俣野490番地

泉工業　株式会社

ｲｽﾞﾐｺｳｷﾞｮｳ
0466-49-565030558 藤沢市宮原1442

株式会社 　イセムラ設備

ｲｾﾑﾗｾﾂﾋﾞ
0466-65-312311546 藤沢市長後1419番地の７

株式会社　伊藤造園土木

ｲﾄｳｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ
0466-45-469911572 藤沢市亀井野1361番地２

株式会社　今井水道設備

ｲﾏｲｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ
0466-48-331111600 藤沢市宮原3395番地

株式会社入内島土建

ｲﾘｳﾁｼﾞﾏﾄﾞｹﾝ
0466-87-186130520 藤沢市石川２丁目20番地の１

有限会社  梅津設備

ｳﾒﾂﾞｾﾂﾋﾞ
0466-81-032900976 藤沢市西俣野393番地の５

有限会社  永匠

ｴｲｼｮｳ
0466-84-223730126 藤沢市善行坂2丁目12番55-202号

NS技建株式会社

ｴﾇｴｽｷﾞｹﾝ
0466-86-547811708 藤沢市大鋸１丁目17番１号601号室

大野設備工業  株式会社

ｵｵﾉｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0466-81-237511411 藤沢市善行坂１丁目４番８号

柏木設備

ｶｼﾜｷﾞｾﾂﾋﾞ
0466-89-671730461 藤沢市石川３丁目31番地10

株式会社  カトー工業

ｶﾄｰｺｳｷﾞｮｳ
0466-87-177111421 藤沢市石川１丁目29番地６

有限会社カマタエーセイ

ｶﾏﾀｴｰｾｲ
0466-87-637730531 藤沢市遠藤3234番地の4

有限会社川井設備

ｶﾜｲｾﾂﾋﾞ
0466-44-090330356 藤沢市高倉549番地

有限会社神大設備工業

ｶﾝﾀﾞｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0466-87-783030609 藤沢市石川６丁目11番地６

株式会社　小泉建設

ｺｲｽﾞﾐｹﾝｾﾂ
0466-22-771430389 藤沢市柄沢二丁目39番地２

有限会社　今野設備工業所

ｺﾝﾉｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
0466-28-115130357 藤沢市村岡東３丁目５番地の６

サカキ設備

ｻｶｷｾﾂﾋﾞ
0466-53-755330412 藤沢市渡内３丁目９番19号

株式会社　ＳＡＮＤＡＩ

ｻﾝﾀﾞｲ
0466-54-775130321 藤沢市善行６丁目３番31号

サンメンテナンス　株式会社

ｻﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ
0466-36-734811683 藤沢市辻堂太平台一丁目12番13号



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。
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株式会社　シモダ建設

ｼﾓﾀﾞｹﾝｾﾂ
0466-48-560811675 藤沢市宮原1310番地の２

株式会社住設工業カワベ

ｼﾞｭｳｾﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾜﾍﾞ
0466-53-711411619 藤沢市石川３丁目12番地５

株式会社匠龍工業

ｼｮｳﾘｭｳｺｳｷﾞｮｳ
0466-52-594130533 藤沢市用田208番地の2

株式会社水江社

ｽｲｺｳｼｬ
0466-52-440730407 藤沢市村岡東４丁目16番地24

有限会社　スカイ工業

ｽｶｲｺｳｷﾞｮｳ
0466-88-231730472 藤沢市遠藤2014番地の26

有限会社　誠進工業

ｾｲｼﾝｺｳｷﾞｮｳ
0466-34-290311682 藤沢市辻堂５丁目13番13号

株式会社　積壱　藤沢営業所

ｾｷｲﾁ ﾌｼﾞｻﾜｴｲｷﾞｮｳｼｮ
0466-54-991230488 藤沢市石川４丁目７番地の３

関根工業所

ｾｷﾈｺｳｷﾞｮｳｼｮ
0466-26-035230337 藤沢市片瀬４丁目17番６号

株式会社  セック

ｾｯｸ
0466-22-799711331 藤沢市藤沢917番地の１

相和設備工業　株式会社

ｿｳﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0466-25-225230463 藤沢市川名２丁目5番25号

太智工業

ﾀﾞｲﾁｺｳｷﾞｮｳ
0466-48-813330376 藤沢市葛原1088番地８

株式会社太富設備

ﾀﾞｲﾄﾐｾﾂﾋﾞ
0466-24-516030589 藤沢市柄沢２丁目16番地23

有限会社  大豊設備工業

ﾀｲﾎｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0466-87-330000941 藤沢市遠藤3007番地

株式会社大和設備

ﾀﾞｲﾜｾﾂﾋﾞ
0466-44-574400851 藤沢市円行1870番地２

有限会社田中管工設備

ﾀﾅｶｶﾝｺｳｾﾂﾋﾞ
0466-44-291030284 藤沢市高倉677番地12

中央日化サービス株式会社　湘南営業所

ﾁｭｳｵｳﾆｯｶｻｰﾋﾞｽ
0466-48-123000542 藤沢市葛原1240番地１

株式会社テクノBLUE

ﾃｸﾉﾌﾞﾙｰ
0466-47-698930424 藤沢市白旗二丁目14番13号

有限会社  東海管工

ﾄｳｶｲｶﾝｺｳ
0466-25-083430255 藤沢市鵠沼石上３丁目２番５号

浜野工業

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

株式会社  富士中商会

ﾌｼﾞﾅｶｼｮｳｶｲ
0466-44-075830211 藤沢市長後591番地

株式会社藤美住設

ﾌｼﾞﾐｼﾞｭｳｾﾂ
0466-77-915530556 藤沢市西俣野230番地の３

株式会社　星野総合設備

ﾎｼﾉｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ
0466-51-015111401 藤沢市湘南台４丁目32番28号
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有限会社　堀内設備工業

ﾎﾘｳﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0466-48-083030338 藤沢市用田674番地１

有限会社  松山住宅設備

ﾏﾂﾔﾏｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ
0466-25-452230148 藤沢市本町４丁目５番22号

有限会社  水屋

ﾐｽﾞﾔ
0466-87-120700876 藤沢市石川４丁目１番地14

宮下工業  株式会社

ﾐﾔｼﾀｺｳｷﾞｮｳ
0466-34-246111328 藤沢市辻堂西海岸１丁目８番１号

有限会社  ムサシ設備工業

ﾑｻｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0466-50-763111294 藤沢市川名５５０番地４

ムライ設備

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

森山建設  株式会社

ﾓﾘﾔﾏｹﾝｾﾂ
0466-43-321111281 藤沢市下土棚１７８６番地

有限会社安室設備

ﾔｽﾑﾛｾﾂﾋﾞ
0466-48-258000877 藤沢市菖蒲沢899番地

山羽工業株式会社

ﾔﾏﾊｺｳｷﾞｮｳ
0466-25-253500485 藤沢市渡内２丁目２番７号

山羽メンテナンス有限会社

ﾔﾏﾊﾒﾝﾃﾅﾝｽ
0466-43-154730529 藤沢市下土棚1594番地１

株式会社  豊設備

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

株式会社　ユタホーム

ﾕﾀﾎｰﾑ
0466-60-006311512 藤沢市辻堂元町３丁目11番５号

有限会社  吉田設備工業

ﾖｼﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
0466-36-283200924 藤沢市羽鳥２丁目４番27号

ライフライン湘南株式会社

ﾗｲﾌﾗｲﾝｼｮｳﾅﾝ
0466-81-773011697 藤沢市善行坂１丁目４番８号　大野第２ビ

ル301号

リュウシン工業

ﾘｭｳｼﾝｺｳｷﾞｮｳ
0466-63-777611710 藤沢市藤沢４丁目14番22号

株式会社　Ｒｙｏ，ｓ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ

ﾘｮｳｽﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
0466-61-464930383 藤沢市柄沢２丁目４０番地の２

有限会社新倉設備工業所

ﾆｲｸﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
046-875-146130118 三浦郡葉山町一色862番地１

有限会社  井上住設

ｲﾉｳｴｼﾞｭｳｾﾂ
046-888-642400960 三浦市南下浦町上宮田3314番地

株式会社　アクアテックス

ｱｸｱﾃｯｸｽ
046-240-852911690 大和市鶴間１丁目９番17号　和興ビル２F

株式会社　石橋水道

ｲｼﾊﾞｼｽｲﾄﾞｳ
046-274-815011699 大和市上和田1720番地の226

株式会社　大浦設備

ｵｵｳﾗｾﾂﾋﾞ
046-262-403030358 大和市鶴間１丁目24番17号

有限会社　カモシダ工業

ｶﾓｼﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-274-444430486 大和市下鶴間2856番地の32
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株式会社  菊地建設興業

ｷｸﾁｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ
046-269-932400883 大和市渋谷八丁目14番地11

株式会社　ケンセイ

ｹﾝｾｲ
046-240-107711607 大和市渋谷四丁目５番地３

建友商工  株式会社

ｹﾝﾕｳｼｮｳｺｳ
046-269-170030018 大和市下和田819番地

有限会社  栄工業

ｻｶｴｺｳｷﾞｮｳ
046-279-545000977 大和市上和田1071番地の18

株式会社　ジェイプラン　大和営業所

ｼﾞｪｲﾌﾟﾗﾝ ﾔﾏﾄｴｲｷﾞｮｳｼｮ
046-276-915111610 大和市つきみ野5丁目18番2号ﾚｸｾﾙﾏﾝ

ｼｮﾝつきみ野304

修都　株式会社

ｼｭｳﾄ
046-210-488711651 大和市上草柳７丁目10番38－２号

株式会社　秀和

ｼｭｳﾜ
046-206-540630473 大和市西鶴間四丁目12番36-309号

有限会社シンコー液化ガス

ｼﾝｺｰｴｷｶｶﾞｽ
046-274-063511741 大和市中央林間１丁目６番２号

株式会社　水工

ｽｲｺｳ
046-240-088230441 大和市福田１丁目６番地７　第一田辺ビル

2F

株式会社TASUKUPLANNING

ﾀｽｸﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
046-204-750230513 大和市林間一丁目４番20号第一映光ビ

ル202号室

株式会社トラスト住宅設備

ﾄﾗｽﾄｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ
046-208-374130119 大和市上草柳３丁目19番７号

株式会社　長嶺工業所

ﾅｶﾞﾐﾈｺｳｷﾞﾖｳｼｮ
046-261-440800510 大和市中央４丁目６番32号

有限会社  日成設備

ﾆｯｾｲｾﾂﾋﾞ
046-275-712530183 大和市中央林間西一丁目16番17号

日本住宅ツーバイ株式会社

ﾆﾎﾝｼﾞｭｳﾀｸﾂｰﾊﾞｲ
046-262-440130408 大和市深見西３丁目２番30号

弘田設備設計

ﾋﾛﾀｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ
046-263-288030064 大和市西鶴間４丁目２番25号

藤工務所

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

株式会社  藤田工業

ﾌｼﾞﾀｺｳｷﾞｮｳ
046-274-394111284 大和市中央林間3丁目11番2号

有限会社藤原興業

ﾌｼﾞﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
046-274-796200866 大和市中央林間西２丁目１番８号

株式会社　丸三工営

ﾏﾙｻﾝｺｳｴｲ
046-261-666111492 大和市深見西４丁目３番26号

株式会社モリヤ工商

ﾓﾘﾔｺｳｼｮｳ
046-205-795130279 大和市福田1801番地16

Ｕｎｉｔｙ

ﾕﾆﾃｨ
046-204-594711668 大和市深見2019－６

有限会社  横山商店

ﾖｺﾔﾏｼｮｳﾃﾝ
046-261-063930009 大和市中央２丁目２番５号
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ワタナベ設備　株式会社

ﾜﾀﾅﾍﾞｾﾂﾋﾞ
046-241-877430241 大和市西鶴間５丁目２番16号

株式会社葵

ｱｵｲ
046-854-961130245 横須賀市ハイランド3丁目19番13号

青木設備工業株式会社

ｱｵｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-897-728530606 横須賀市二葉１丁目29番７号

有限会社  飛鳥設備

ｱｽｶｾﾂﾋﾞ
046-852-344730200 横須賀市金谷３丁目２番８号

有限会社東住設

ｱｽﾞﾏｼﾞｭｳｾﾂ
046-865-439400901 横須賀市追浜東町２丁目37番地

有限会社　石井設備工業

ｲｼｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-856-498530378 横須賀市長井１丁目26番８号

株式会社岩﨑水道工事店

ｲﾜｻｷｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞﾃﾝ
046-823-090830121 横須賀市三春町３丁目８番地

ウォーターライフ株式会社

ｳｫｰﾀｰﾗｲﾌ
046-853-076011603 横須賀市平作１丁目24番４号

有限会社　ウォーターワークスオブライフ

ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽｵﾌﾞﾗｲﾌ
046-884-950030436 横須賀市長瀬２丁目４番23号

株式会社　内田総合

ｳﾁﾀﾞｿｳｺﾞｳ
046-854-417811538 横須賀市佐原３丁目22番６号

エイチエスシー　株式会社

ｴｲﾁｴｽｼｰ
046-833-629330329 横須賀市吉井４丁目６番１０号

神奈川県水道サービスセンター株式会社

ｶﾅｶﾞﾜｹﾝｽｲﾄﾞｳｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
046-890-187111717 横須賀市大津町１丁目18番32号

株式会社苅山設備

ｶﾘﾔﾏｾﾂﾋﾞ
046-854-870030086 横須賀市内川１丁目２番23号

有限会社　環建設

ｶﾝｹﾝｾﾂ
046-847-352330396 横須賀市粟田１丁目26番９号

株式会社　建新

ｹﾝｼﾝ
046-827-648511676 横須賀市小川町26番地９

有限会社　興亜工業

ｺｳｱｺｳｷﾞｮｳ
046-828-722230579 横須賀市安浦２丁目11番地15　105

後藤設備  有限会社

ｺﾞﾄｳｾﾂﾋﾞ
046-852-469730045 横須賀市公郷町６丁目20番地

有限会社コマキ住設

ｺﾏｷｼﾞｭｳｾﾂ
046-848-975630623 横須賀市粟田２丁目38番２号

株式会社　近藤設備工業

ｺﾝﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-897-562630499 横須賀市光風台4番６号

佐々木設備工業　株式会社

ｻｻｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-845-904011582 横須賀市ハイランド２丁目14番9号

佐藤工業

ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ
046-856-396211584 横須賀市長井５丁目10番30号

株式会社　サンエクステリア

ｻﾝｴｸｽﾃﾘｱ
046-854-511730585 横須賀市太田和１丁目６番９号
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横浜市外

昌和建設工業株式会社

ｼｮｳﾜｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ
046-849-343011055 横須賀市粟田２丁目９番18号

株式会社  鈴栄工業

ｽｽﾞｴｲｺｳｷﾞｮｳ
046-835-844011300 横須賀市久里浜１丁目１７番２号

有限会社鈴川工業

ｽｽﾞｶﾜｺｳｷﾞｮｳ
046-857-517511725 横須賀市太田和５丁目556番地５

大榮住設

ﾀﾞｲｴｲｼﾞｭｳｾﾂ
046-836-434630446 横須賀市大矢部５丁目16番10-301号

株式会社  大建設備工業

ﾀﾞｲｹﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
046-825-508600911 横須賀市汐入町２丁目44番地

株式会社大神　横須賀店

ﾀﾞｲｼﾞﾝ ﾖｺｽｶﾃﾝ
046-835-300030604 横須賀市大矢部２丁目９番20号

大信設備　株式会社

ﾀﾞｲｼﾝｾﾂﾋﾞ
046-837-188811513 横須賀市池田町６丁目35番15号

有限会社　たかなみ

ﾀｶﾅﾐ
046-856-781730428 横須賀市太田和３丁目1203番地

東京ガスライフバル飯田　株式会社

ﾄｳｷｮｳｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙｲｲﾀﾞ
046-854-528600974 横須賀市山科台10番11号

中台工業  株式会社

ﾅｶﾀﾞｲｺｳｷﾞｮｳ
046-843-636100939 横須賀市鴨居１丁目13番１号

有限会社  パイプハンター

ﾊﾟｲﾌﾟﾊﾝﾀｰ
046-848-540411275 横須賀市野比１丁目３番３号

株式会社　蛭田設備設計

ﾋﾙﾀｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ
046-801-550030324 横須賀市池上７丁目13番11号

文化興業株式会社

ﾌﾞﾝｶｺｳｷﾞｮｳ
046-837-226100414 横須賀市内川一丁目７番２３号

株式会社  むらやま

ﾑﾗﾔﾏ
046-836-774300875 横須賀市佐原５丁目10番３号

株式会社  望月工業所

ﾓﾁﾂﾞｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ
046-851-165430234 横須賀市金谷３丁目４番３号

株式会社　山川建設

ﾔﾏｶﾜｹﾝｾﾂ
046-854-997711691 横須賀市大矢部３丁目13番15号

有限会社  ヤマダ衛設

ﾔﾏﾀﾞｴｲｾﾂ
046-849-654100940 横須賀市長沢６丁目４番47号

株式会社　祐成

ﾕｳｾｲ
046-890-011611692 横須賀市西浦賀13番

有限会社　横須賀設備工業所

ﾖｺｽｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
046-874-682530301 横須賀市佐島１丁目６番15号

株式会社  米持工業

ﾖﾈﾓﾁｺｳｷﾞｮｳ
046-836-378000955 横須賀市大矢部２丁目11番19号

株式会社ＹＲＡ

ﾜｲｱｰﾙｴｰ
046-876-559030619 横須賀市安浦町２丁目23番地５

439


