
 R3．3.31現在

工事店名 電話番号

㈲アオキ住設 茅ヶ崎市 柳島１５７５－３２ 0467-59-4530

秋元工務店 茅ヶ崎市 浜竹二丁目２－１２ 0467-82-7301

浅岡建設㈱ 茅ヶ崎市 元町１２－９ 0467-82-0166

一誠設備 茅ヶ崎市 松尾９番１号青木荘２０２号 080-5197-9377

石神設備工業 茅ヶ崎市 南湖二丁目４－２ 0467-85-8588

㈱イシカワ技建 茅ヶ崎市 赤羽根２２４６第３コーポシマムラ１階Ｂ号室 0467-95-3616

㈱出雲水理管理センター 茅ヶ崎市 矢畑７３１－５ 0467-85-9141

㈲稲葉工業所 茅ヶ崎市 浜竹四丁目６－３２ 0467-82-1054

㈲内田設備 茅ヶ崎市 高田四丁目１１－１７ 0467-54-2311

㈲上原工務店 茅ヶ崎市 円蔵３４１ 0467-82-6517

㈲エーピーシー 茅ヶ崎市 小桜町２－２０ 090-3912-8287

㈱大西工務店 茅ヶ崎市 西久保１４９３－１２ 0467-85-4625

㈱小川工務店 茅ヶ崎市 元町１０－４ 0467-85-3145

小野寺設備 茅ヶ崎市 萩園２９５８ 0467-89-3228

㈲加藤工務店 茅ヶ崎市 南湖六丁目３－１６ 0467-82-3885

亀井工業㈱ 茅ヶ崎市 南湖一丁目４－２５ 0467-86-1111

㈲カワニシ 茅ヶ崎市 芹沢８５３ 0467-38-5157

㈲協栄産業 茅ヶ崎市 今宿２－２ 0467-86-1332

共立土木㈱ 茅ヶ崎市 萩園２０２９ 0467-87-1041

㈱クドー工業 茅ヶ崎市 中島１１９７－１ 0467-86-6827

㈲クラチ工業 茅ヶ崎市 香川六丁目３０－２０ 0467-53-1880

㈲ケンボス 茅ヶ崎市 高田四丁目１３－８ 0467-54-7244

㈱晃真工業 茅ヶ崎市 萩園1599-1 0467-87-2335

㈲サクマ土建 茅ヶ崎市 高田一丁目１３－３１ 0467-52-1037

ささき工業㈱ 茅ヶ崎市 浜之郷３２８－３ 0467-86-5776

㈲佐々木工業　神奈川出張所 茅ヶ崎市 十間坂1-4-34ジュエル湘南101号室 0467-84-9374

㈲サンスイ工業 茅ヶ崎市 赤羽根４４８－５ 0467-51-7151

㈲サンデン 茅ヶ崎市 行谷２８８番地５ 0467-53-1104

㈱サンヒーティング 茅ヶ崎市 赤羽根３６９－３ 0467-53-3340

㈱湘南いざわ 茅ヶ崎市 菱沼一丁目５－２１ 0467-52-4595

㈱湘南ウォーターワークス 茅ヶ崎市 下町屋１－４－２ 0467-26-3350

㈲湘南クラフト 茅ヶ崎市 元町１０－４ 0467-57-8080

㈱湘南工業 茅ヶ崎市 松林二丁目８番５－２号 0467-54-1899

㈲湘南美化設備 茅ヶ崎市 萩園１４１５ 0467-83-3667

㈱伸東工業 茅ヶ崎市 本村三丁目５－１０ 0467-51-2860

シンユー工業 茅ヶ崎市 矢畑８９７番地１－W－３０６号パークスクエア湘南茅ヶ崎 090-3930-3921

鈴木ポンプ工業 茅ヶ崎市 東海岸北一丁目７－４４ 0467-82-2050

㈲せいわ工業 茅ヶ崎市 赤羽根１７８８－２ 0467-54-4198

㈱総栄　 茅ヶ崎市 堤１６２８ 0467-84-7781

㈱第一設備商会 茅ヶ崎市 松が丘一丁目１１－２ 0467-86-8861

㈲田口設備工業所 茅ヶ崎市 甘沼５３２ 0467-52-5501

排　水　設　備　指　定　工　事　店　一　覧　表

所在地

　　茅　ヶ　崎　市



㈱茅ケ崎設備工業 茅ヶ崎市 みずき２－２１－９ 0467-39-6240

ツヅキ工業㈱ 茅ヶ崎市 旭が丘１－１１ 0467-98-2171

㈲翼工業 茅ヶ崎市 南湖３丁目５番１４号 0467-53-9847

㈱東原設備工業 茅ヶ崎市 高田二丁目７－３１ 0467-53-6062

㈲堂原設備工業 茅ヶ崎市 甘沼７４３－１１ 0467-51-2284

㈲冨田綜合建築 茅ヶ崎市 松浪一丁目２－４３ 0467-83-4216

中沢管工 茅ヶ崎市 甘沼１０３０－８ 0467-51-8218

㈲原田造園土木 茅ヶ崎市 美住町１６－３７ 0467-82-1568

㈲フジタ工業 茅ヶ崎市 室田一丁目９－１４ 0467-52-3743

㈱マルイ設備 茅ヶ崎市 菱沼三丁目１６－２７ 0467-52-2232

㈲丸幸商事 茅ヶ崎市 柳島海岸１０８９ 0467-83-3467

みのかん㈲ 茅ヶ崎市 小和田１－８－１６ 0467-38-8614

㈱ミライ工業 茅ヶ崎市 赤羽根２１６５－２ 0467-54-2079

元管設備 茅ヶ崎市 円蔵１丁目１５番３０－６号 0467-52-8395

㈲山口設備 茅ヶ崎市 柳島二丁目９－１２ 0467-85-9392

㈱山田設備 茅ヶ崎市 浜竹２－１０－４９ 0467-98-0238

㈲山本ポンプ工業 茅ヶ崎市 香川四丁目４６－４７ 0467-86-6140

ヤンテック㈱ 茅ヶ崎市 矢畑1065 0467-83-4163

㈱ゆうしん設備 茅ヶ崎市 香川１－２８－２８ 0467-40-4001

湯沢設備工業㈲ 茅ヶ崎市 柳島海岸１－１３ 0467-86-0611

㈱米山住設 茅ヶ崎市 松が丘２－２－７ 0467-26-9862

ラシック 茅ヶ崎市 下寺尾１４７０－１ 0467-53-5966

㈲渡辺設備 茅ヶ崎市 香川六丁目１２－１９ 0467-52-4448

㈱　ヒロズ 愛川町 中津2148 046-286-6661

ふたば設備㈱ 愛川町 中津７７８ 046-285-5234

アクア設備工業 厚木市 山際７２７－３ 046-244-2225

石塚設備 厚木市 下萩野１２９６－４ 046-241-7861

栄光冷熱㈱ 厚木市 林４－４－７ 046-222-3523

オリエンタル設備工業㈱ 厚木市 妻田西三丁目２４番３４号 046-221-2760

（有）加藤工務店 厚木市 中町３－１－７ 046-221-3526

(資)カトウ商事 厚木市 妻田北４－２－６ 046-294-5090

㈱クラシアン 厚木市 船子６０２番地１ 0120-500-500

㈱ケイズホームサービス 厚木市 上依知２５８６－１０ 046-281-8854

齋藤設備 厚木市 下荻野５６３－１８ 046-242-5465

㈲関根設備 厚木市 三田二丁目１４番８号 046-241-0351

㈱第三設備 厚木市 水引２－１２－１８ 046-221-8333

大成設備㈲ 厚木市 妻田北四丁目７番２２号 046-295-7541

㈲武冷熱工業 厚木市 三田２５２０－５ 046-291-0353

㈲田中設備工業 厚木市 下川入１３６６－１ 046-245-5413

原島住宅設備㈱ 厚木市 愛甲東２－５－５ 046-229-0378

㈲原設備工業 厚木市 及川１－８－２０ 046-242-6171

㈲藤田管工 厚木市 温水１８６９－１ 046-247-4880

星野設備工業㈲ 厚木市 山際７８０－４ 046-265-0007

㈲三笠工業社 厚木市 厚木町３－２ 046-221-0821

U-TECH 厚木市 関口１１１０番地２５ 046-245-3290

　　愛　川　町

　　厚　木　市



㈱ウスイプラミング 綾瀬市 綾西４－３－１０ 0467-78-0678

㈲今野住設 綾瀬市 落合南５－２－６６ 0467-77-9347

㈲柴崎工業所 綾瀬市 深谷上２－３－２６ 0467-78-1346

㈲湘南プランニング 綾瀬市 吉岡東１－１２－３３ 0467-79-2026

㈱大五建設 綾瀬市 早川１３４５－３８ 0467-71-3577

㈱二大設備工業 綾瀬市 小園南２－１９－５ 0467-76-8893

ミズテック㈱ 綾瀬市 深谷上１－５－１ 0467-71-2003

㈲渡部設備工業 綾瀬市 寺尾中３－１１－２１ 0467-78-6297

㈱アクア・アドバンス 伊勢原市 板戸４５７－１ＡＤビル３F 0463-91-6744

㈲足立工務店 伊勢原市 石田９０７番地 0463-95-1338

㈲宇佐美工業所 伊勢原市 板戸２７１－６ 0463-95-1680

㈲坂巻設備 伊勢原市 沼目２－１０－５ 0463-93-7618

㈲末吉設備工業 伊勢原市 岡崎６６９３－３ 0463-93-0352

㈱杉山土建 伊勢原市 三之宮１－４ 0463-93-7300

㈱丹野設備工業所 伊勢原市 上粕屋４４８－１９ 0463-93-0662

中央日化サービス㈱湘南営業所 伊勢原市 小稲葉２２９４ 0463-92-2235

㈱ミツワ設備 伊勢原市 東大竹１－１３－１ 0463-91-0999

豊建設㈱ 伊勢原市 東富岡９５９－１０ 0463-94-5419

㈲アクア設備 海老名市 杉久保北４－３－６－１００３ 046-238-8193

㈲石井設備 海老名市 下今泉１－２－３６ 046-232-2322

㈲井上設備工業 海老名市 社家４２７－１ 046-238-4526

㈲田中装建 海老名市 今里３－２３－２３ 046-232-7113

㈲三高商会 海老名市 中新田二丁目１７－２９ 046-234-0145

㈲湘南工事 海老名市 門沢橋４－５－３３ 046-238-1857

長谷川工業㈱ 海老名市 東柏ヶ台１－２５－３ 046-233-1040

㈲見上総合設備 海老名市 東柏ヶ谷３－１３－１９ 046-292-2813

㈲モガミ工業 海老名市 門沢橋６－３－２１ 046-238-8059

㈱山口設備工業 海老名市 大谷北四丁目２－１２ 046-233-0345

㈲岩田土木管工 大磯町 大磯５７－２ 0463-61-7215

宮代工業所 大磯町 大磯１７４６ 0463-61-1318

㈲平石設備工業 大井町 金子１１８８－２ 0465-82-4711

竜馬設備工業 大井町 山田６７２番地３３ 090-6300-5033

㈱アース設備 小田原市 飯泉５８５－３０ 0465-45-0821

㈱エスワイ 小田原市 羽根尾６７－１ 0465-43-1854

㈱エフテクノス 小田原市 北ノ窪２５７－５ 0465-66-5115

㈱オガワ 小田原市 曽我光海１６－３ 0465-42-7087

㈱川西設備 小田原市 高田２７７ 0465-42-4665

建昇㈱ 小田原市 千代２４９－１６ 0465-20-9015

㈲スドウ工営 小田原市 鬼柳７９９－１０ 0465-39-2021

誠真 小田原市 蓮正寺２３７ 0465-46-7382

㈱センナリ 小田原市 鴨宮８９３－１ 0465-49-0346

　　綾　瀬　市

　　伊　勢　原　市

　　海　老　名　市

　　大　磯　町

    大　井　町

　　小　田　原　市



㈱髙昇設備工業 小田原市 千代５７２－１ 0465-20-8738

㈲中島商会 小田原市 桑原１８２－４ 0465-36-0061

㈱西山工務店 小田原市 飯泉８３３－４ 0465-48-3848

フロンティア１㈱ 小田原市 寿町１－１－１２ 0465-35-2038

雅雲 小田原市 蓮正寺４７０－７５ 080-2343-5657

㈱若尾管工 小田原市 堀之内３１５ 0465-37-3366

㈲コーユー 開成町 吉田島２６１８ 0465-85-3108

㈲シンコウ設備 開成町 吉田島２３９－３ 0465-82-8234

ウォーターワークス 鎌倉市 今泉台４－１０－１０ 0467-48-4195

大倉設備工業㈱ 鎌倉市 雪ノ下５－１－５ 0467-24-3322

㈲坂井工業 鎌倉市 笛田２－１３－２ 0467-32-1338

㈱昴 鎌倉市 津６８８－３ 0120-032-395

東京ガスエネワーク㈱ 鎌倉市 岩瀬６９４ 0467-42-0150

㈲原管工 鎌倉市 長谷２－２１－５ 0467-22-1014

㈱協和日成　神奈川支店 川崎市 高津区末長４丁目７番８号 044-829-3316

㈱サン工営 川崎市 麻生区王禅寺西３－１－３ 044-954-1901

大同産業㈱ 川崎市 幸区下平間２８０　ラ・ガイア３Ｆ 044-544-5185

㈲タカハシ設備工業 川崎市 宮前区野川３２５７－７ 044-755-4448

㈱千年水道工業所 川崎市 高津区久末１２８８ 044-766-9234

日新工業㈱ 川崎市 麻生区片平５－９－６　青葉２０１ 044-819-6801

日東工業㈱ 川崎市 高津区千年９７９－１ 044-753-2016

㈲渡辺工業 川崎市 高津区上作延９０６－２０ 044-856-6461

㈱アイダ設計相模原支店 相模原市 中央区清新２－５－１２ 050-3173-2417

㈱アサヒ設備　相模原支店 相模原市 中央区矢部3-18-13 042-728-0427

安達工業 相模原市 緑区相原１－１９－４ 042-773-5456

㈱池部設備 相模原市 緑区橋本台２－９－５ 042-779-4196

㈲イワマ設備 相模原市 緑区根小屋２５７３－９ 042-780-1334

㈲Ｓ＆Ｙ 相模原市 南区相武台１－１９－６ 046-253-5705

㈱折本設備 相模原市 南区御園四丁目５番２５号 042-748-0411

㈱小池設備 相模原市 南区西大沼１－１８－２ 042-754-8181

㈱光賢機構 相模原市 緑区長竹２６５９－１ 042-850-4005

㈲さかい設備 相模原市 南区磯部１８０番地７ 046-252-0091

㈲佐野設備工業 相模原市 中央区上矢部２－２４－３７－Ｂ２０１ 042-769-5925

三親工業㈱ 相模原市 中央区淵野辺１－９－１７ 042-752-2110

㈲サンダイ 相模原市 緑区下九沢１５６０－１ 042-764-1770

進和工業㈱ 相模原市 中央区共和三丁目４番５号 042-757-1526

㈲杉崎水道 相模原市 緑区城山３－１－２４ 042-782-2377

㈱杉田設備 相模原市 中央区陽光台５－２－１８ 042-757-1015

㈲田中設備企画 相模原市 緑区二本松４－２５－３ 042-703-7330

㈲ツカサ設備 相模原市 中央区陽光台６－１１－２４ 042-756-4869

槻舘設備 相模原市 南区相武台１－１５－９ＲＡＲＡ相武台１０３ 046-289-2546

㈲トウシン工業 相模原市 南区相模大野７－２６－２ 042-743-8676

㈱東和商会　相模原支店 相模原市 中央区中央四丁目５番９号ロアジス相模原３－Ｂ 042-753-6767

　　開　成　町

　　鎌　倉　市

　　川　崎　市

　　相　模　原　市



日本プラミング㈱ 相模原市 緑区谷ケ原２－１０－４ 042-782-2057

ノアル総合設備㈱ 相模原市 緑区下九沢１５５８－８５ 042-715-5507

森崎工業㈱　相模原支店 相模原市 緑区二本松４－２２－２６ 042-771-5231

㈱森住興業 相模原市 緑区川尻４１４９－４ 042-782-8666

八千代水道㈱ 相模原市 中央区田名３８４６－１ 042-762-2490

㈱ワクロス 相模原市 中央区鹿沼台2丁目18番７号 042-758-3785

㈱かおる建設工業 座間市 新田宿４９１－８ 046-254-2624

㈱高田屋 座間市 さがみ野三丁目６番２号 046-251-9511

嘉貴工業　株式会社 座間市 ひばりが丘３－５２－７ 046-205-7604

㈲友ホームサービス 座間市 立野台1-12-11 046-255-9876

㈲アート設備工業 寒川町 倉見９０２－２ 0467-74-3202

㈲有磯設備 寒川町 岡田５－１０－１５ 0467-75-3359

㈲大石ポンプ店 寒川町 田端　９２９ 0467-74-1835

㈱勝栄工業 寒川町 田端１１７７ 0467-74-3733

河津設備工業 寒川町 田端９５２－６ 0467-72-0260

㈲杉﨑設備工業 寒川町 小谷１５３０ 0467-74-1837

高田設備 寒川町 岡田８－２－７ 0467-74-4108

㈲戸川設備工業 寒川町 一之宮４－７－２ 0467-33-4858

㈱富湘設備 寒川町 小谷３－１－３５ 0467-75-3780

㈲新山工業 寒川町 中瀬３１－３８ 0467-74-9800

㈲二葉工務店 寒川町 倉見１７００ 0467-75-6108

㈱山本工業 寒川町 小動８９１－８ 0467-75-5910

合同会社アクアデザイン 逗子市 小坪２－８－４０ 0467-24-8806

㈲武藤工務店 逗子市 桜山６－２－１９ 046-871-2691

㈲岩本設備工業 中井町 井ノ口２７６４－８ 0465-81-0197

㈲成川設備工業所 中井町 藤沢２１０ 0465-81-0612

㈲栄屋商店 二宮町 二宮９０３－３ 0463-71-0100

㈲佐久間設備 二宮町 山西５５８ 0463-71-2696

㈲アサクマ設備 秦野市 渋沢１４１８－２３ 0463-82-6687

㈱伊藤商店 秦野市 並木町５－６ 0463-88-1882

㈱伊藤設備工業 秦野市 鶴巻２３２５ 0463-77-2676

大村設備 秦野市 尾尻４５０－１７ 0463-83-3976

㈲建機サービス 秦野市 堀山下１４２４－１ 0463-88-1951

功将㈱ 秦野市 南矢名１７４５－２ 0463-77-1577

㈲湘南サービス 秦野市 大泰町２－２２ 0463-81-0917

㈲シンセツ 秦野市 平沢２３３－１ 0463-83-6636

㈱鈴木工業 秦野市 下大槻３０２－３ 0463-76-8722

㈲タイケー設備工業 秦野市 堀山下３２８－３ 0463-87-6766

髙橋設備工業 秦野市 東田原２００－１６２ 0463-82-4569

㈱タムラ 秦野市 北矢名４４１－２ 0463-77-1547

㈱みどりや 秦野市 寿町６－６ 0463-81-0039

　　座　間　市

　　寒　川　町

　　逗　子　市

　　中　井　町

　　二　宮　町

　　秦　野　市



㈱水野建設 秦野市 平沢３１９番地の５ 0463-82-1604

㈲吉川設備 秦野市 名古木３－３ 0463-81-2447

㈱吉野屋ビル 秦野市 新町９番２５号 0463-86-6137

吉留住設工業 秦野市 渋沢上２－５－７ 0463-88-4478

㈲スタジオラプランヌ 葉山町 長柄１４１０－６ 046-877-1474

㈱相原設備 平塚市 下島８４９ 0463-55-5423

㈲秋山設備 平塚市 山下３４０－１ 0463-35-7122

㈲アサマ工業 平塚市 万田６８－２　小泉ビル２階２F号室 0463-31-7979

㈲荒川設備 平塚市 岡崎２８９４ 0463-58-8006

飯塚設備工業㈱ 平塚市 中原３－１６－１５ 0463-31-5256

㈲猪俣管工事店 平塚市 平塚３－８－６ 0463-32-1546

㈲内田綜合設備 平塚市 札場町２３－３ 0463-21-1190

及川設備 平塚市 北豊田９２８－４ 0463-58-3267

㈲大野サービス 平塚市 根坂間３３１－４ 0463-37-4351

神奈川山菱設備㈱ 平塚市 南原３－７－１ 0467-32-1038

㈲鴨志田工業 平塚市 出縄１３５－８ 0463-32-2012

㈱川合工業所 平塚市 馬入本町２－４ 0463-21-0674

関東設備㈲ 平塚市 田村４－１９－２０ 0463-55-2896

㈱共栄建設 平塚市 下吉沢４６８－７ 0463-59-8118

㈲ギョクシン工業 平塚市 根坂間２９３番地の２ 0463-36-2522

喜立建設㈲ 平塚市 南原１－１２－１ 0463-36-9117

㈲ケイエスジー 平塚市 横内２７８７ 0463-54-8285

五菱設備工業㈲ 平塚市 片岡１２５０－９ 0463-59-6791

サーフ設備 平塚市 東真土３－６－７４ 0463-54-4288

㈲ジェイクラフト 平塚市 公所２１１－４ 0463-59-2062

三信設備工業㈱ 平塚市 南原３－３－３５ 0463-33-4131

㈱下田商会 平塚市 四之宮２－３－７２ 0463-22-0262

新菱設備工業㈲ 平塚市 南原２－１５－３２ 0463-32-4624

㈱相創 平塚市 西八幡３－８－１１ 0463-21-2280

双洋設備工業㈱ 平塚市 南金目１３４８ 0463-58-5811

㈲ダイコー設備 平塚市 南金目１３８８－２ 0463-58-8961

㈲大成管工 平塚市 追分６－１６ 0463-31-6409

東京ガスファーストエナジー㈱ 平塚市 宮松町１５－４ 0463-25-1355

トミタ設備 平塚市 御殿１－２７－１０ 0463-32-6001

㈲永田設備 平塚市 日向岡１－１－１７ 0463-58-7644

㈱西尾興産 平塚市 河内１０５－２ 0463-32-5198

㈲にし設備 平塚市 山下１０８０ 0463-33-3925

㈱根布工業 平塚市 御殿２－１４－２６ 0463-33-5555

光建設㈱ 平塚市 岡崎３６６４－１ 0463-59-0613

㈲深谷産業 平塚市 入野２２６－１ 0463-33-1936

㈲福栄設備 平塚市 夕陽ケ丘４１番４号 0463-79-9414

扶桑工業㈱ 平塚市 中原３－１９－２７ 0463-32-3200

丸島設備 平塚市 桜ケ丘５番５－1号 0463-68-2840

㈲三葉商会 平塚市 根坂間２６３－１ 0463-36-7130

㈲三益工業 平塚市 錦町１７番１５号ハイフル９３－１０１ 0463-33-3629

　　葉　山　町

　　平　塚　市



明和管工㈱ 平塚市 見附町４６－１６ 0463-32-7267

㈱ユープラント 平塚市 土屋１８２８－１ 0463-58-3455

㈲アクア 藤沢市 石川５－３－２１ 0466-86-1277

㈱ありがとう 藤沢市 善行坂１－４－１４ 0466-53-7735

イシワタ設備 藤沢市 葛原１９８５－５ 0466-48-6510

イズミ工業 藤沢市 辻堂元町５－１７－７ 0466-77-9814

㈱イセムラ設備 藤沢市 長後１４１９－７ 0466-65-3123

㈱今井水道設備 藤沢市 宮原３３９５ 0466-48-3311

㈲イワオ 藤沢市 亀井野４６８－１ 0466-82-1723

㈲梅津設備 藤沢市 西俣野３９３－５ 0466-81-0329

㈲永匠 藤沢市 善行坂２－１２－５５－２０２ 0466-84-2237

大野設備工業㈱ 藤沢市 善行坂１－４－８ 0466-81-2375

柏木設備 藤沢市 石川３－３１－１０ 0466-89-6717

㈱カトー工業 藤沢市 石川１－２９－６ 0466-87-1771

㈱加藤工務店 藤沢市 片瀬海岸３－２１－２２ 0466-23-6500

㈱門倉組 藤沢市 辻堂元町４－１７－２２ 0466-35-1111

金井設備 藤沢市 羽鳥５－９－２０ 0466-34-9681

㈲カマタエーセイ 藤沢市 遠藤３２３４－４ 0466-87-6377

㈲川井設備 藤沢市 高倉５４９ 0466-44-0903

㈲鵠沼工務店 藤沢市 鵠沼松が岡２－１－１２ 0466-22-6591

㈲憲総合設備 藤沢市 羽鳥５－８－２８ 0466-37-2889

㈲今野設備工業所 藤沢市 村岡東３－５－６ 0466-28-1151

サカキ設備 藤沢市 村岡東３－１２－３－１０１ 0466-53-7553

㈱SANDAI 藤沢市 善行６－３－３１ 0466-54-7751

サンメンテナンス㈱ 藤沢市 辻堂太平台１－１２－１３ 0466-21-8110

㈲サンワ設備 藤沢市 辻堂大平台２－９－４　１F 0466-30-1180

㈱住設工業カワベ 藤沢市 石川３－１２－５ 0466-53-7114

㈱匠龍工業 藤沢市 用田２０８－２ 0466-52-5941

㈲神大設備工業 藤沢市 石川６－１１－６ 0466-87-7830

㈲スカイ工業 藤沢市 遠藤２０１４－２６ 0466-88-2317

セイコウ 藤沢市 片瀬５－１１－３ 0466-90-5247

㈲誠進工業 藤沢市 辻堂５－１３－１３ 0466-34-2903

関根工業所 藤沢市 片瀬４－１７－６ 0466-26-0352

㈱セック 藤沢市 藤沢９１７－１ 0466-22-7997

相和設備工業㈱ 藤沢市 川名２－５－２５ 0466-25-2252

㈱大神 藤沢市 鵠沼海岸６－１４－２１ 0466-35-5741

太智工業 藤沢市 葛原１０８８－８ 0466-48-8133

㈱太富設備 藤沢市 柄沢２－１６－２３ 0466-24-5160

㈱大春工務店 藤沢市 片瀬３８９ 0466-26-4720

㈲大豊設備工業 藤沢市 遠藤３００７ 0466-87-3300

㈱大和設備 藤沢市 円行１８７０－２ 0466-44-5744

テクノＢＬＵＥ 藤沢市 白旗２－１４－１３ 0466-47-6989

㈲東海管工 藤沢市 鵠沼石上３－２－５ 0466-25-0834

㈲生井興業 藤沢市 葛原２０２９ 0466-86-5070

㈱西尾建設 藤沢市 鵠沼石上３－３－２ 0466-25-5386

浜野工業 藤沢市 鵠沼神明３－９－１３ 0466-26-9790

　　藤　沢　市



葉山設備工業㈱ 藤沢市 石川　２７１ 0466-87-1555

㈱富士中商会 藤沢市 長後５９１ 0466-44-0758

㈲ベターライフ 藤沢市 石川２－１１－５ 0466-86-2452

㈱星野総合設備 藤沢市 湘南台４－３２－２８ 0466-51-0151

㈲堀内設備工業 藤沢市 用田６７４－１ 0466-48-0830

㈲松山住宅設備 藤沢市 本町４－５－２２ 0466-25-4522

㈲水屋 藤沢市 石川４－１－１４ 0466-87-1207

宮下工業㈱ 藤沢市 辻堂西海岸１－８－１ 0466-34-2461

㈲ムサシ設備工業 藤沢市 川名５５０－４ 0466-50-7631

ムライ設備 藤沢市 辻堂６－１８－１９－１０２ 0466-37-1697

森山建設㈱ 藤沢市 下土棚１７８６ 0466-43-3211

山羽工業㈱ 藤沢市 渡内２－２－７ 0466-25-2535

㈲安室設備 藤沢市 葛原２２８６－１ 0466-48-2580

㈱豊設備 藤沢市 村岡東４－２０－６ 0466-28-0350

㈱ユタホーム 藤沢市 辻堂元町３－１１－５ 0466-60-0063

㈲吉田設備工業 藤沢市 羽鳥２－４－２７ 0466-36-2832

㈲井上住設 三浦市 南下浦町上宮田３３１４ 046-888-6424

㈱塚原設備工業 南足柄市 塚原３３６９－１ 0465-74-2236

㈱Ａ．Ａ．Ｏ 大和市 西鶴間２－１８－６ 046-273-0611

㈱菊地建設興業 大和市 渋谷８－１４－１１ 046-269-9324

修都㈱ 大和市 上草柳７－１０－３８－２ 046-210-4887

㈱水工 大和市 福田１－６－７第一田辺ビル２F 046-240-0882

㈲日成設備 大和市 南林間３－６－１２ 046-275-7125

日本住宅ツーバイ㈱ 大和市 深見西３－２－３０ 046-262-4401

藤工務所 大和市 下鶴間２９８４－９ 046-408-2919

㈲藤原興業 大和市 中央林間西２－１－８ 046-274-7962

サラ設備 湯河原町 中央５－５－１５ 080-3474-4126

ジェイ・アイ設備　神奈川営業所 湯河原町 宮下７５２－３６ 0465-20-4367

アクアテック㈱ 横浜市 瀬谷区阿久和東2-5-18 045-364-6392

㈱アクアテック 横浜市 緑区鴨居７－１－２５アクアテックビル 045-933-5002

㈲麻生商会 横浜市 泉区和泉町６２４７－５ 045-804-3021

㈱吾妻工業 横浜市 泉区和泉町４８６１－１ 045-801-3887

㈲池田設備 横浜市 鶴見区駒岡三丁目３５番６号 045-581-1030

㈲一由設備 横浜市 南区井土ヶ谷上町２１－１１ 045-711-4370

㈲岩本設備 横浜市 旭区川井本町８７－２７ 045-954-1547

㈱ウエダ設備 横浜市 緑区鴨居３－４３－３ 045-934-0811

エスケイ工業㈲ 横浜市 瀬谷区阿久和東２－２４－８ 045-829-4151

㈱MK設備設計 横浜市 戸塚区川上町８７番地１ウエルストン１ビル６階 045-392-6574

㈱エムズジャパン 横浜市 泉区和泉町６６１６－３ 045-435-5333

オカモト総合設備㈱ 横浜市 瀬谷区竹村町１９－３ 045-302-7115

㈱オサダ管工 横浜市 瀬谷区阿久和西４－３２－２ 045-391-1224

㈱おの上工業 横浜市 緑区中山六丁目２番４０号 045-935-0727

　　三　浦　市

　　南　足　柄　市

　　大　和　市

    湯　河　原　町

　　横　浜　市



㈲恩田工業 横浜市 戸塚区上矢部町２１２０－１５ 045-813-2980

㈲開工業 横浜市 鶴見区獅子ヶ谷１－４２－１５ 045-573-8123

㈱和興業 横浜市 泉区和泉中央南５－３－２５ 045-805-1911

㈱カナエル 横浜市 旭区鶴ヶ峰本町1-30-23 045-954-4745

㈱神奈川管工 横浜市 旭区鶴ヶ峰２－２７－２－１階 045-373-3939

㈱神奈川保健事業社 横浜市 金沢区鳥浜町４－１８ 045-772-1432

㈱金子工業所 横浜市 戸塚区矢部町９３９ 045-881-3101

㈱金子産商湘南 横浜市 金沢区東朝比奈３－１６－２ 045-781-5707

㈱カモシダ 横浜市 都筑区川和町１４４１ 045-931-5321

㈱川嶋土木 横浜市 旭区白根２－７－２４ 045-953-8106

㈲串田設備 横浜市 緑区鴨居町２５４４番地 045-935-5345

㈱京浜設備工業所 横浜市 神奈川区上反町２－２６－１５ 045-321-3192

興栄工業㈱ 横浜市 鶴見区獅子ヶ谷１－５６－８ 045-573-3434

㈱航晴社 横浜市 戸塚区名瀬町２１７０番地 045-811-8666

㈲こじま設備 横浜市 旭区今宿西町３７３－８ 045-951-5113

五代工業㈱ 横浜市 戸塚区東俣野１０３１－１ 045-852-5731

㈱近藤水道 横浜市 神奈川区片倉２－３６－１９ 045-481-4566

㈲斎藤設備工業所 横浜市 鶴見区東寺尾一丁目７番１５号 045-572-0026

㈱サクラ設備 横浜市 泉区和泉町１８－１ 045-802-2730

さくら設備工業㈱ 横浜市 神奈川区菅田町９２３ 045-470-3331

㈲佐野工業所 横浜市 瀬谷区阿久和西１－１１－８ 045-361-0778

㈲サンコー設備 横浜市 瀬谷区南台１－８－１ 045-303-5534

㈱サンユウ 横浜市 神奈川区六角橋二丁目１６番７号ローズクオーツ１階 045-620-0916

三豊エンジニヤリング㈱ 横浜市 保土ヶ谷区狩場町１６９－１ 045-712-7771

志水工業㈱ 横浜市 瀬谷区瀬谷２－４３－１１ 045-301-5885

㈱昭和工業 横浜市 戸塚区戸塚町４６６８ 045-881-3636

新生設計 横浜市 瀬谷区二ッ橋町２１０－１米山ビル２０１ 045-342-9125

㈲信設計事務所 横浜市 泉区下和泉２－２６－１０ 045-852-6678

神中工業㈱ 横浜市 南区井土ヶ谷下町18 045-711-1463

㈱信友建設 横浜市 戸塚区鳥が丘１２－１ 045-860-2615

㈱スイコウ 横浜市 青葉区奈良町２５３３－１４ 045-962-9013

㈲杉田設備工事 横浜市 神奈川区神大寺３－３－８ 045-491-3019

正興住建㈱ 横浜市 緑区北八朔町１７３１ 047-384-0134

積和建設神奈川㈱ 横浜市 港北区新羽町８１５ 045-533-5411

㈱平設備 横浜市 保土ヶ谷区新桜ヶ丘１－１０－１２ 045-352-5481

高田管設㈱ 横浜市 金沢区富岡東５－１２－２３ 045-771-6200

㈱田辺水道工務店 横浜市 保土ヶ谷区仏向西１７番１４号 045-333-1727

㈱中央興業 横浜市 金沢区幸浦１－１５－２５ 045-773-4538

東京ガス横浜中央エネルギー㈱ 横浜市 西区伊勢町三丁目１４８番地 045-231-2682

東光建設㈱ 横浜市 旭区東希望が丘１８９ 045-391-2221

東西工業㈱ 横浜市 保土ヶ谷区法泉２－２５－１８ 045-351-1031

長瀬管工事㈲ 横浜市 泉区中田西４－２１－７ 045-804-2121

㈱日生設備 横浜市 瀬谷区阿久和東４－２３－７ 045-362-2360

英工業㈱ 横浜市 戸塚区深谷町７４３－９ 045-851-8900

㈲原岡設備工業 横浜市 泉区上飯田町２５０－４ 045-804-7686

㈲福館設備工業所 横浜市 瀬谷区本郷３－９－１ 045-301-2706

㈲藤原水道 横浜市 都筑区早渕三丁目３８番３号 045-592-0496



双葉工業㈱ 横浜市 磯子区森３－８－２ 045-751-5654

㈲プロンプト 横浜市 青葉区市ヶ尾町１１６９－２８－C 045-978-5382

朋栄建設㈱ 横浜市 都築区勝田町３８１ 045-548-9161

ホクヨー住宅設備㈱ 横浜市 瀬谷区南瀬谷１丁目８１番１７号 045-302-6027

㈲ホソイ 横浜市 港南区芹が谷１－３１－１３ 045-821-2510

㈱三石設備コンサルタント横浜支店 横浜市 青葉区つつじが丘７番地１２ 045-981-9971

㈲皆川興業 横浜市 保土ヶ谷区常盤台６１－５５皆川興業ビル２階 045-339-6288

㈱ミナミ設備サービス 横浜市 南区別所２－２０－３ 045-741-0780

㈲ミユキ設備工業 横浜市 南区大岡三丁目３７番９号 045-711-2660

㈱ムラサキ設備 横浜市 泉区中田西４－３１－１９ 045-802-2761

㈲Motomi 横浜市 泉区下飯田町５９６ 045-308-3260

㈱モリ土木 横浜市 南区宿町２－５０ 045-741-1010

㈲モリヤ 横浜市 泉区弥生台７４－３２ 045-803-9810

㈱モリヤ総合設備 横浜市 泉区緑園２－９－４ 045-813-0123

矢崎設備工業㈱ 横浜市 港南区下永谷５－７－３０ 045-821-2822

矢島工業㈱ 横浜市 泉区中田東４－４８－２－３０９号 045-392-6300

㈱矢野住設 横浜市 戸塚区汲沢３－１－１８－５０１ 045-854-2535

㈲山本設備工業 横浜市 旭区川井本町１６－６ 045-954-1086

結工業㈱ 横浜市 保土ヶ谷区川島町１５７２－１メゾンジュネスⅠ－１０１号 045-744-8043

横浜建興㈱ 横浜市 旭区今宿東町７４５ 045-954-5550

㈲米山設備 横浜市 泉区上飯田町３８１１－５ 045-801-4868

㈱ライフ 横浜市 旭区笹野台４－６５－１６ 045-367-4171

㈱リウォータ 横浜市 神奈川区菅田町９８５－３７ 045-548-8803

㈲アイ・ティ・オー設備 横須賀市 太田和１－１０－１０ 046-857-0088

㈲石井設備工業 横須賀市 長井１－２６－８ 046-856-4985

㈱岩崎水道工事店 横須賀市 三春町３－８ 046-823-0908

㈲ウォーターワークスオブライフ 横須賀市 長瀬２丁目４－２３ 046-884-9500

㈱内田総合 横須賀市 佐原三丁目２２番６号 046-854-4178

エイチエスシー㈱ 横須賀市 吉井４－６－１０ 046-833-6293

㈲興亜工業 横須賀市 安浦町２－１１－１５－１０５ 046-828-7222

㈲たかなみ 横須賀市 太田和３－１２０３ 046-856-7817

㈱鈴栄工業 横須賀市 久里浜１－１７－２ 046-835-8440

㈱むらやま 横須賀市 佐原５－１０－３ 046-836-7743

㈱山川建設 横須賀市 大矢部３丁目１３番地１５ 046-854-9977

　　横　須　賀　市


