
お問い合わせは、

土木部下水道経営課排水設備担当まで

電話０４６３－２３－１１１１（代表）
内線２４４０

平塚市

公共下水道指定工事店名簿

２０２３年５月１日現在

市内 ９６店舗・

市外３２１店舗



指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

８０ 有限会社内田綜合設備  うちだそうごうせつび 平塚市札場町２３番３号       ２１－１１９０

６７８ 株式会社小澤設備工業 おざわせつびこうぎょう 平塚市高浜台２番３号 ５９－９５９１

９２ 東旺工業株式会社 とうおうこうぎょう 平塚市唐ケ原９１番地 ６１－４３８６

９ 有限会社早川設備工業  はやかわせつびこうぎょう 平塚市幸町２３番１６号     ２２－２４８９

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

５３３ 株式会社浅沼建設 あさぬまけんせつ 平塚市達上ケ丘６番３９号 ３１－１９９２

１３ 有限会社猪俣管工事店  いのまたかんこうじてん 平塚市平塚三丁目８番６号 ３２－１５４６

１８ 株式会社川合工業所  かわいこうぎょうしょ 平塚市馬入本町２番４号       ２１－０６７４

４２２ 株式会社三興 さんこう 平塚市平塚二丁目１番１１号 ３５－３５３５

６１６ 有限会社湘南エレテック しょうなんえれてっく 平塚市平塚四丁目２８番１１号 ３３－００６７

９７ 大昭設備株式会社 たいしょうせつび 平塚市平塚三丁目１８番９号 ３７－１８１５

１８８ 有限会社大成管工 たいせいかんこう 平塚市追分６番１６号 ３１－６４０９

６６４ 東京ガスライフバル湘南茅ヶ崎 とうきょうがすらいふばるしょうなんちがさき 平塚市宮松町１５番４号 ２５－１３５５

５００ 成田設備 なりたせつび 平塚市天沼６番５号 ２４－２４５６

１０４ 株式会社新田工務店  にったこうむてん 平塚市平塚二丁目４６番１６号 ３１－１９４４

７１８ 株式会社ヒライ設備 ひらいせつび 平塚市平塚五丁目１９番３６号 ７９－９８３４

２７７ 平野設備 ひらのせつび 平塚市平塚三丁目３番１１号   ３２－４４７０

２５７ 有限会社飛龍総合建設 ひりゅうそうごうけんせつ 平塚市中里３６番６２号 ７９－９５５５

３４９ 有限会社三益工業 みますこうぎょう 平塚市錦町１７番１５号ハイフル９３－１０１ ３３－３６２９

５５ 明和管工株式会社 めいわかんこう 平塚市見附町４６番１６号    ３２－７２６７

７２５ 有限会社山吉吉田 やまきちよしだ 平塚市見附町１２番５号２階 ３３－５４８９

７１２ 株式会社湘南ヤマタエ しょうなんやまたえ 平塚市紅谷町２番２４－８０３号 ６４ー５００５

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

１２３ 株式会社岩﨑水道工事店平塚営業所 いわさきすいどうこうじてんひらつかえいぎょうしょ 平塚市豊田平等寺４３７ 番地   ３６－６００３

７０５ 株式会社ウィルステージ うぃるすてーじ 平塚市豊田平等寺３４５番地の１ ４５－４１４９

５０８ 及川設備 おいかわせつび 平塚市北豊田９２８番地の４ ５８－３２６７

４９１ 株式会社湘豊  しょうほう 平塚市南豊田５３４番地の１２ ３２－０４４４

５９０ 株式会社ダイワ だいわ 平塚市東豊田３６９番地 ５３－２２２２

１０２ ナカムラ設備 なかむらせつび 平塚市豊田平等寺３４５番地の１ ３１－３５４９

５５７ 株式会社水栄 みずえい 平塚市豊田本郷１７８８番地の１ ７５－８４３１

１２７ 横浜建興株式会社平塚営業所  よこはまけんこう　ひらつかえいぎょうしょ 平塚市南豊田６６番地の５      ３１－５６３３

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

２７６ 阿部総合株式会社  あべそうごう 平塚市長持５５０番地の６ ３２－９６５０

１６０ 有限会社沖田鑿井設備工業 おきたさくいせつびこうぎょう 平塚市入野３２０番地の４ ３３－０２５６

１２５ 有限会社深谷産業  ふかやさんぎょう 平塚市入野２２６番地の１      ３３－１９３６

１２９ 有限会社イシダ管工  いしだかんこう 平塚市入野１８番地             ３６－１５７５

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

１６１ オガワ設備株式会社 おがわせつび 平塚市横内３７８８番地 ５５－７６６３

８１ 関東設備有限会社  かんとうせつび 平塚市田村四丁目１９番２０号 ５５－２８９６

３４５ 有限会社ケイエスジー けいえすじー 平塚市横内２７８７番地 ５４－８２８５

７１ 実原設備  じつはらせつび 平塚市横内３７６１番地の１ ５４－１１４６

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

６８ 株式会社相原設備 あいはらせつび 平塚市下島８４９番地 ５５－５４２３

１５８ 有限会社秋山工務店 あきやまこうむてん 平塚市大島１０２９番地 ５５－８３６２

８８ 有限会社荒川設備  あらかわせつび 平塚市岡崎２８９４番地         ５８－８００６

７３０ 株式会社Ｅａｓｔ総業 いーすとそうぎょう 平塚市岡崎６３７４番地の１１ ０９０－３１０８－０５００

６１８ 有限会社さくら美建 さくらびけん 平塚市大島７５１番地の３ ２３－７７７７

９１ 光建設株式会社 ひかりけんせつ 平塚市岡崎３６６４番地の１    ５９－０６１３

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

１０６ 株式会社柏木組土木  かしわぎぐみどぼく 平塚市南金目１５番地           ５８－１０５３

１１６ 五菱設備工業有限会社  ごりょうせつびこうぎょう 平塚市片岡１２５０番地の９     ５９－６７９１

３２９ 全建産業株式会社 ぜんけんさんぎょう 平塚市南金目６６４番地の２ ５８－８５０７

６４ 双洋設備工業株式会社 そうようせつびこうぎょう 平塚市南金目１３４８番地      ５８－５８１１

８９ 有限会社ダイコー設備  だいこーせつび 平塚市南金目１３８８番地の２  ５８－８９６１

３０５ 大成商事株式会社 たいせいしょうじ 平塚市広川６７１番地１ ５８－３８１２

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

２５１ 有限会社エヌ・エス工業 えぬえすこうぎょう 平塚市上吉沢１８３番地の３ ５８－９８８８

３８７ カガヤ設備 かがやせつび 平塚市めぐみが丘一丁目１７番９号 ５８－６５５８

６４０ 株式会社共栄建設 きょうえいけんせつ 平塚市下吉沢４６８番地７ ５９－８１１８

２２１ 株式会社ユープラント ゆーぷらんと 平塚市土屋１８２８番地の１ ５８－３４５５

≪　平　塚　市　９６店舗　≫

海岸地区　４店舗

平塚地区　１７店舗

豊田地区　８店舗

金田地区　4店舗

神田地区　４店舗

岡崎地区　６店舗

金目地区　６店舗

土屋・吉沢地区　４店舗



指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

１２４ 青栁設備工業  あおやぎせつびこうぎょう 平塚市御殿四丁目４番１８号 ３３－０７６５

４６ 飯塚設備工業株式会社 いいづかせつびこうぎょう 平塚市中原三丁目１６番１５号 ３１－５２５６

３２５ 株式会社エス・ケイ・ディ えす・けい・でぃ 平塚市四之宮一丁目８番５６号 ３２－０７５３

１１３ 加藤興業株式会社 かとうこうぎょう 平塚市中原二丁目７番２４号 ３１－２９３９

３２ 神奈川山菱設備株式会社 かながわやまびしせつび 平塚市南原三丁目７番１号 ３２－１０３８

１５６ 喜立建設有限会社 きりゅうけんせつ 平塚市南原一丁目１２番１号 ３６－９１１７

７３７ 株式会社ＣＯＲＡＬ こーらる 平塚市西真土三丁目８番５２号 ５５－１７３５

６７４ 小林工業株式会社 こばやしこうぎょう 平塚市西真土四丁目２０番７号 ５４－３２７９

５４６ 近藤建設株式会社 こんどうけんせつ 平塚市四之宮一丁目８番５６号 ３６－４６７１

１３９ サーフ設備  さーふせつび 平塚市東真土三丁目６番７４号     ５４－４２８８

８５ 三信設備工業株式会社 さんしんせつびこうぎょう 平塚市南原三丁目３番３５号 ３３－４１３１

９８ 株式会社下田商会  しもだしょうかい 平塚市四之宮二丁目３番７２号 ２２-０２６２

１１９ 株式会社浄化槽管理センター   じょうかそうかんりせんたー 平塚市中原三丁目２６番８号 ３２－８８５３

５１ 新菱設備工業有限会社 しんりょうせつびこうぎょう 平塚市南原二丁目１５番３２号 ３２－４６２４

７ 杉山管工設備株式会社平塚支店 すぎやまかんこうせつび　ひらつかしてん 平塚市四之宮五丁目２９番５号      ５５－５６００

３３８ 株式会社相創 そうそう 平塚市西八幡三丁目８番１１号 ２１－２２８０

５６ 有限会社髙橋設備工業  たかはしせつびこうぎょう 平塚市西真土三丁目１６番１２号 ５５－４１１８

５４ 有限会社田辺設備工業  たなべせつびこうぎょう 平塚市四之宮五丁目１番５３号 ５５－３２６３

５８２ トミタ設備 とみたせつび 平塚市御殿一丁目２７番１０号 ３２－６００１

２９８ 長島興業株式会社 ながしまこうぎょう 平塚市四之宮五丁目４番７号   ５５－２３０９

２３ 株式会社根布工業  ねぶこうぎょう 平塚市御殿二丁目１４番２６号 ３３－５５５５

６９１ 株式会社平塚竹田組 ひらつかたけだぐみ 平塚市四之宮二丁目４番２１号 ２１－５１９６

７６ 扶桑工業株式会社 ふそうこうぎょう 平塚市中原三丁目１９番２７号 ３２－３２００

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

１３２ 有限会社秋山設備  あきやませつび 平塚市山下３４０番地の１       ３５－７１２２

８７ 有限会社アサマ工業  あさまこうぎょう 平塚市万田一丁目２０番２１号　小泉ビル２階２Ｆ号室        ３１－７９７９

２０９ 有限会社ウエモト工業 うえもとこうぎょう 平塚市公所２４１番地の２ ５８－８５６４

１０１ 有限会社大野サービス  おおのさーびす 平塚市根坂間３３１番地の４       ３７－４３５１

３７ 神奈中工業株式会社 かなちゅうこうぎょう 平塚市河内４４４番地の２       ３１－１８２１

１０８ 有限会社鴨志田工業  かもしだこうぎょう 平塚市出縄１３５番地の８       ３２－２０１２

１１０ 株式会社ギョクシン工業  ぎょくしんこうぎょう 平塚市根坂間２９３番地の２           ３６－２５２２

７１６ 株式会社クリア くりあ 平塚市河内４４６－１ ２０－９７６７

２６０ 有限会社ジェイクラフト じぇいくらふと 平塚市公所２１１番地の４ ５９－２０６２

４５５ 有限会社ジョイ･ワークス じょいわーくす 平塚市万田二丁目１１番３１号 ３２－６７１４

７３３ 湘南工業 しょうなんこうぎょう 平塚市徳延５４１番３４号 ７３－８０８７

５０ 中央設備工業株式会社 ちゅうおうせつびこうぎょう 平塚市山下一丁目３番９号 ３１－５１６６

１３７ 有限会社永田設備  ながたせつび 平塚市日向岡一丁目１番１７号 ５８－７６４４

１４０ 株式会社西尾興産 にしおこうさん 平塚市河内１０５番地の２ ３２－５１９８

１１４ 有限会社にし設備  にしせつび 平塚市山下二丁目１３番１２号 ３３－３９２５

３４６ 平野工業 ひらのこうぎょう 平塚市纒１１７番地の２ ３５－００８２

７４７ 株式会社ＭＩＴＳＵＢＡ みつば 平塚市根坂間２６３番地の１ ７２－７２８４

１７１ 有限会社三葉商会 みつばしょうかい 平塚市根坂間２６３番地の１ ３６－７１３０

１５７ 有限会社ミナミ工業 みなみこうぎょう 平塚市山下１６９番地 ３６－３７３５

２１９ 山口産業株式会社 やまぐちさんぎょう 平塚市根坂間９１番地の１ ５８－１４５１

大野地区　２３店舗

旭地区　２０店舗



指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

４２１ 株式会社アクアテック あくあてっく 横浜市緑区鴨居七丁目１番２５号アクアテックビル ０４５－９３３－５００２

７４８ アクアテック株式会社 あくあてっく 横浜市瀬谷区阿久和東二丁目５番地１８ ０４５－３６４－６３９２

６４１ 有限会社麻生商会 あそうしょうかい 横浜市泉区和泉町６２４７番地の５ ０４５－８０４－３０２１

４１８ 株式会社吾妻工業 あづまこうぎょう 横浜市泉区和泉町４８６１番地１ ０４５－８０１－３８８７

７３１ 株式会社井上建設 いのうえけんせつ 横浜市瀬谷区阿久和西四丁目３５番地５ ０４５－４６５－６５４６

６５６ 有限会社岩本設備 いわもとせつび 横浜市旭区川井本町８７番地２７号 ０４５－９５４－１５４７

４１２ 株式会社ウエダ設備 うえだせつび 横浜市緑区鴨居三丁目４３番３号 ０４５－９３４－０８１１

５７１ 株式会社エース産業 えーすさんぎょう 横浜市港南区日野中央三丁目１番１号 ０４５－３４９－４１５６

４６５ エスケイ工業有限会社 えすけいこうぎょう 横浜市戸塚区品濃町１０７７ ０４５－８２９－４１５１

７１０ Ａ・Ｔ・Ａ興業 えーてぃーえーこうぎょう 横浜市泉区和泉中央南五丁目３番２２号 ０４５－８０５－４１４４

４６８ 株式会社ＭＫ設備設計 えむけいせつびせっけい 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

４１１ オカモト総合設備株式会社 おかもとそうごうせつび 横浜市瀬谷区竹村町１９番地３ ０４５－３０２－７１１５

３４８ 株式会社和興業 かずこうぎょう 横浜市泉区和泉中央南五丁目３番２５号 ０４５－８０５－１９１１

３０８ 株式会社カナエル かなえる 横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目３０番２３号 ０４５－９５４－４７４５

６５２ 株式会社神奈川管工 かながわかんこう 横浜市旭区鶴ヶ峰二丁目２７番地２－１階 ０４５－３７３－３９３９

２８２ 株式会社神奈川保健事業社 かながわほけんじぎょうしゃ 横浜市金沢区鳥浜町４番地１８ ０４５－７７２－１４３２

６１９ 株式会社金子工業所 かねここうぎょうしょ 横浜市戸塚区矢部町９３９番地 ０４５－８８１－３１０１

４９０ 株式会社金子産商湘南 かねこさんしょうしょうなん 横浜市金沢区東朝比奈三丁目１６番２号 ０４５－７８１－５７０７

３３１ 株式会社カモシダ かもしだ 横浜市都筑区川和町１４４１番地 ０４５－９３１－５３２１

５７４ 株式会社川嶋土木 かわしまどぼく 横浜市旭区白根二丁目７番２４号 ０４５－９５３－８１０６

５６４ 興栄工業株式会社 こうえいこうぎょう 横浜市鶴見区獅子ケ谷一丁目５６番８号 ０４５－５７３－３４３４

６５１ 株式会社航晴社 こうせいしゃ 横浜市戸塚区名瀬町２１７０番地 ０４５－８１１－８６６６

５４２ 小雀建設株式会社 こすずめけんせつ 横浜市戸塚区小雀町１２９番地３ ０４５－８５１－３６４６

１２１ 五代工業株式会社 ごだいこうぎょう 横浜市戸塚区東俣野町１０３１番地１ ０４５－８５２－５７３１

６３１ 株式会社サクラ設備 さくらせつび 横浜市泉区和泉町１８番１号 ０４５－８０２－２７３０

５８０ 有限会社佐野工業所 さのこうぎょうしょ 横浜市瀬谷区阿久和西一丁目１１番地８ ０４５－３６１－０７７８

７４４ 有限会社サンコー設備 さんこーせつび 横浜市瀬谷区南台一丁目８番地の１ ０４５－３０３－５５３４

５３９ 株式会社三協 さんきょう 横浜市西区平沼二丁目７番２３号 ０４５－３２０－１６７７

３５６ 三豊エンジニヤリング株式会社 さんぽうえんじにやりんぐ 横浜市保土ケ谷区狩場町１６９番１２５ ０４５－７１２－７７７１

７５３ 株式会社清水設備 しみずせつび 横浜市戸塚区前田町５１６番地１３ ０４５－４１０－７３１５

７０４ 新生設計 しんせいせっけい 横浜市瀬谷区宮沢２丁目２９－６ ０４５－３４２－９１２５

６３９ 有限会社信設計事務所 しんせっけいじむしょ 横浜市戸塚区深谷町１２５２番地１３ドリームハイツ３棟２１０号 ０４５－８５２－６６７８

４６２ 株式会社信友建設 しんゆうけんせつ 横浜市戸塚区鳥が丘１２番地１ ０４５－８６０－２６１５

４９３ 株式会社スイコウ すいこう 横浜市青葉区奈良町２５３３番地１４ ０４５－９６２－９０１３

６７５ 株式会社水巧舎 すいこうしゃ 横浜市泉区上飯田町４９９番地２ ０４５－８０１－９７７７

７２１ 株式会社漸進 ぜんしん 横浜市南区西中町二丁目３６番地 ０４５－３２５－８３５５

５６６ 株式会社平設備 たいらせつび 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘一丁目１０番１２号 ０４５－３５２－５４８１

７３９ 谷商設備株式会社 たにしょうせつび 横浜市旭区本宿町７８番地 ０４５－３６１－２２４５

７１７ 東京ガス横浜中央エネルギー株式会社 とうきょうがすよこはまちゅうおうえねるぎー 横浜市港北区新吉田東八丁目５２番８号 ０４５ー５４０ー２８４６　　

５５５ 東光建設株式会社 とうこうけんせつ 横浜市旭区東希望が丘１８９番地 ０４５－３９１―２２２１

２４９ 株式会社日生設備 にっせいせつび 横浜市瀬谷区阿久和東四丁目２３番地７ ０４５－３６２－２３６０

７４１ 株式会社ネクフィル ねくふぃる 横浜市緑区霧が丘４丁目１７番地１２ ０４５－７４４－６３９９

６５５ 英工業株式会社 はなぶさこうぎょう 横浜市戸塚区深谷町７４３番地９ ０４５－８５１－８９００

４８８ 株式会社原岡設備工業 はらおかせつびこうぎょう 横浜市泉区上飯田町２５０番地の４ ０４５－８０４－７６８６

５６０ 有限会社福館設備工業所 ふくだてせつびこうぎょうしょ 横浜市瀬谷区本郷三丁目９番１ ０４５－３０１－２７０６

７４６ 有限会社藤原水道 ふじわらすいどう 横浜市都筑区早渕三丁目３８番３号 ０４５－５９２－０４９６

６４５ 双葉工業株式会社 ふたばこうぎょう 横浜市磯子区森三丁目８番地２ ０４５－７５１－５６５４

６５９ 有限会社プロンプト ぷろんぷと 横浜市青葉区市ケ尾町１１６９番地２８ ０４５－９７８－５３８２

６７１ 有限会社ホソイ ほそい 横浜市港南区芹が谷一丁目３１番１３号 ０４５－８２１－２５１０

７５５ 株式会社丸伸工業所　本店 まるしんこうぎょうしょ　ほんてん 横浜市中区石川町五丁目２１０番地の１１ ０４５－２６１－０９８７

３００ 株式会社三石設備コンサルタント みついしせつびこんさるたんと 横浜市青葉区つつじが丘７番地１２ ０４５－９８１－９９７１

６４９ 有限会社皆川興業 みながわこうぎょう 横浜市保土ケ谷区常盤台６１番５５号皆川興業ビル２階 ０４５－３３９－６２８８

６３４ 有限会社Ｍｏｔｏｍｉ もとみ 横浜市泉区下飯田町５９６番地 ０４５－３０８－３２６０

６００ 有限会社モリヤ もりや 横浜市泉区弥生台７４番３２ ０４５－８０３－９８１０

６９２ 矢崎設備工業株式会社 やざきせつびこうぎょう 横浜市港南区下永谷五丁目７番３０号 ０４５－８２１－２８２２

４６３ 矢島工業株式会社 やじまこうぎょう 横浜市泉区中田東四丁目４８番２－３０９号 ０４５－３９２－６３００

７３４ 有限会社矢部設備 やべせつび 横浜市港南区芹が谷二丁目２０番３２号 ０４５－８２３－５５４９

５１９ 有限会社山本設備工業 やまもとせつびこうぎょう 横浜市旭区川井本町１６番地の６ ０４５－９５４－１０８６

６９５ 結工業株式会社 ゆいこうぎょう 横浜市泉区上飯田町１８１８－１６ ０４５－３９２－３９４２

６０６ 有限会社米山設備 よねやませつび 横浜市泉区上飯田町３８１１番地５ ０４５－８０１－４８６８

７１４ 有限会社ワールド建設 わーるどけんせつ 横浜市南区榎町二丁目６８番地２０１ ０４５－７１４－２２８２

≪　横　浜　市　 ６１店舗　≫



商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

６９９ 株式会社協同設備工業 川崎営業所 きょうどうせつびこうぎょう かわさきえいぎょうしょ 川崎市多摩区菅３丁目１１番３号 ０４４－４５５－６５０２

５３４ 株式会社協和日成 神奈川支店 きょうわにっせい かながわしてん 川崎市高津区末長四丁目７番８号 ０４４－８２９－３３１６

３３４ 有限会社新設備 しんせつび 川崎市幸区南加瀬三丁目８番３２号 ０４４－５９９－９３５１

５４４ 有限会社タカハシ設備工業 たかはしせつびこうぎょう 川崎市宮前区西野川３丁目１２番１３号 ０４４－７５５－４４４８

７５７ 株式会社鶴川設備工業　川崎営業所 つるかわせつびこうぎょう　かわさきえいぎょうしょ 川崎市麻生区岡上３丁目１７番２０号 ０４４－９８９－３６６３

７１３ 日新工業株式会社 にっしんこうぎょう 川崎市麻生区片平５－９－６青葉２０１ ０４４－８１９－６８０１

５６９ 日東工業株式会社 にっとうこうぎょう 川崎市高津区千年９７９番地１ ０４４－７５３－２０１６

６６６ 株式会社ブルーライン　神奈川営業所 ぶるーらいん　かながわえいぎょうしょ 川崎市中原区上小田中六丁目２４番３号　内藤ハイム１F ０４４－３３７－３５６５

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

３８６ 株式会社アイダ設計相模原モデル店 あいだせっけいさがみはらもでるてん 相模原市中央区清新二丁目５番９号 ０５０－３１７３－２４１７

７３６ 株式会社アクテア あくてあ 相模原市南区東林間２丁目２３番１０　グランデ―相模原１０１号 ０４２－８５５－８８８５

４９９ 株式会社池部設備 いけべせつび 相模原市緑区橋本台二丁目９番５号 ０４２－７７９－４１９６

７２３ 有限会社インテグラル いんてぐらる 相模原市中央区中央三丁目１４番７号３Ｆ ０４２－７８６－２０１６

６５３ 株式会社Ｎ４エンジニアリング えぬふぉーえんじにありんぐ 相模原市中央区横山台二丁目３４番１９号 ０４２－７０７－７４９３

６９０ 株式会社Ｌｇｏ えるご 相模原市南区相武台二丁目１１番１１号　ネオハイツ安藤２０１ ０４６－２８９－２５４６

７０３ エンリッチ株式会社 えんりっち 相模原市緑区長竹３００８番地１ ０４２－７８０－８１１５

３４１ 小川水道土木株式会社 おがわすいどうどぼく 相模原市緑区中野２０番地の１ ０４２－７８４－１９６６

６９６ 有限会社長田工業 相模原営業所 おさだこうぎょう　さがみはらえいぎょうしょ 相模原市中央区千代田一丁目７番７号　メゾン相模原２０１ ０４２－７８６－０８４０

７５６ かきざわ設計 かきざわせっけい 相模原市南区当麻１１７番地 ０４２－７７８－２２５９

６１３ 株式会社小池設備 こいけせつび 相模原市南区西大沼１丁目１８番２号 ０４２－７５４－８１８１

３８３ 有限会社小糸設備 こいとせつび 相模原市南区下溝１０３９番地６ ０４２－７９８－６２５４

７２７ 株式会社光賢機構 こうけんきこう 相模原市緑区長竹２６５９番１号 ０４２－７８０－８１２０

４６４ 有限会社佐野設備工業 相模原支店 さのせつびこうぎょう　さがみはらしてん 相模原市中央区上矢部二丁目２４番３７号　フレグランスＢ２０１ ０４２－７６９－５９２５

３６３ 有限会社サンダイ さんだい 相模原市緑区下九沢１５６０番地１ ０４２－７６４－１７７０

７０９ 株式会社　ジェス　相模営業所 じぇす　さがみえいぎょうしょ 相模原市中央区矢部二丁目９番２号 ０４２－７５２－８８３３

７４５ 株式会社朱紋工業 しゅもんこうぎょう 相模原市南区新戸２１２６番地１ ０４６－２５１－９２０１

１４６ 進和工業株式会社 しんわこうぎょう 相模原市中央区共和三丁目４番５号 ０４２－７５７－１５２６

５３０ 有限会社杉崎水道 すぎざきすいどう 相模原市緑区城山三丁目１番２４号 ０４２－７８２－２３７７

４６１ 株式会社杉田設備 すぎたせつび 相模原市中央区陽光台五丁目２番１８号 ０４２－７５７－１０１５

３６８ 有限会社田中設備企画 たなかせつびきかく 相模原市緑区二本松四丁目２５番３号 ０４２－７０３－７３３０

２８６ 有限会社ツカサ設備 つかさせつび 相模原市中央区陽光台六丁目１１番２４号 ０４２－７５６－４８６９

３５１ 有限会社トウシン工業 とうしんこうぎょう 相模原市南区相模大野七丁目２６番２号 ０４２－７４３－８６７６

７１９ 株式会社東和商会相模原支店 とうわしょうかいさがみはらしてん 相模原市中央区中央四丁目５番９号ロアジス相模原３ーB ０４２－７５３－６７６７

４８１ 日本プラミング株式会社 にほんぷらみんぐ 相模原市緑区谷ケ原二丁目１０番４号 ０４２－７８２－２０５７

７３８ 株式会社堀米興業 ほりごめこうぎょう 相模原市南区大野台５丁目２番１３号 ０４２－７１９－７４６７

５９２ 森崎工業株式会社相模原支店 もりざきこうぎょう　さがみはらしてん 相模原市緑区二本松四丁目２２番２６号 ０４２－７７１－５２３１

６６０ 株式会社森住興業 もりずみこうぎょう 相模原市緑区川尻４１４９番地４ ０４２－７８２－８６６６

７２８ 有限会社森田設備工業 もりたせつびこうぎょう 相模原市中央区上矢部四丁目２１番 ０４２－７５６－９０５６

６９７ 有限会社守屋設備設計企画　相模原営業所 もりやせつびせっけいきかく　さがみはらえいぎょうしょ 相模原市中央区陽光台五丁目２番１８号 ０４２‐７０５－７７７５

３１３ 八千代水道株式会社 やちよすいどう 相模原市中央区田名３８４６番地の１ ０４２－７６２－２４９０

６８４ 大和建設工業株式会社 やまとけんせつこうぎょう 相模原市中央区上溝三丁目２０番１４－１０１号 ０４２－７１３－１１７８

７１５ ライフ株式会社 らいふ 相模原市中央区千代田七丁目５番１５号 ０４２－８５１－４５４０

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

６０１ 株式会社内田総合 うちだそうごう 横須賀市佐原三丁目２２番６号 ０４６－８５４－４１７８

６８１ エイチエスシー株式会社 えいちえすしー 横須賀市吉井四丁目６番１０号 ０４６－８３３－６２９３

７１１ 有限会社　興亜工業 こうあこうぎょう 横須賀市安浦町二丁目１１番地１５－１０５ ０４６－８２８－７２２２

６３５ 須藤設備工業株式会社 すどうせつびこうぎょう 横須賀市平作五丁目１３番１２号 ０４６－８５３－３７３７

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

４３２ 大倉設備工業株式会社 おおくらせつびこうぎょう 鎌倉市雪ノ下五丁目１番５号 ０４６７－２４－３３２２

５１０ 東京ガスエネワーク株式会社岩瀬事業所 とうきょうがすえねわーく　いわせじぎょうしょ 鎌倉市岩瀬６９４番地 ０４６７－４２－０１５０

≪　川　崎　市　８店舗　≫

≪　相　模　原　市　３３店舗　≫

≪　横　須　賀　市　４店舗　≫

≪　鎌　倉　市　２店舗　≫



指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

６５８ 有限会社アクア あくあ 藤沢市石川五丁目３番２１号 ０４６６－８６－１２７７

５８３ 株式会社イセムラ設備 いせむらせつび 藤沢市長後１４１９番地７ ０４６６－６５－３１２３

６５０ 株式会社今井水道設備 いまいすいどうせつび 藤沢市宮原３３９５番地 ０４６６－４８－３３１１

６０４ 株式会社入内島土建 いりうちじまどけん 藤沢市石川二丁目２０番地の１ ０４６６－８７－１８６１

４９２ 有限会社梅津設備 うめづせつび 藤沢市西俣野３９３番地の５ ０４６６－８１－０３２９

５１７ 有限会社永匠 えいしょう 藤沢市善行坂二丁目１２番５５号ヴェルディ湘南２０２ ０４６６－８４－２２３７

３３５ 大野設備工業株式会社 おおのせつびこうぎょう 藤沢市善行坂一丁目４番８号 ０４６６－８１－２３７５

５９３ 株式会社加藤工務店 かとうこうむてん 藤沢市片瀬海岸三丁目２１番２２号 ０４６６－２３－６５００

３５３ 株式会社カトー工業 かとーこうぎょう 藤沢市石川一丁目２９番６ ０４６６－８７－１７７１

５７７ 金井設備 かないせつび 藤沢市羽鳥５丁目９番２０号 ０４６６－３４－９６８１

２２２ 有限会社憲総合設備 けんそうごうせつび 藤沢市羽鳥五丁目８番２８号 ０４６６－３７－２８８９

４２９ 有限会社スカイ工業 すかいこうぎょう 藤沢市遠藤２０１４番地の２６ ０４６６－８８－２３１７

３８９ 関根工業所 せきねこうぎょうしょ 藤沢市片瀬四丁目１７番６号 ０４６６－２６－０３５２

２６５ 株式会社セック せっく 藤沢市藤沢９１７番地の１ ０４６６－２２－７９９７

２５４ 相和設備工業株式会社 そうわせつびこうぎょう 藤沢市川名二丁目５番２５号 ０４６６－２５－２２５２

６７６ 太智工業 だいちこうぎょう 藤沢市葛原１０８８番地の８ ０４６６－４８－８１３３

６２６ 株式会社太富設備 だいとみせつび 藤沢市柄沢二丁目１６番地の２３ ０４６６－２４－５１６０

４５９ 有限会社大豊設備工業 たいほうせつびこうぎょう 藤沢市遠藤３００７番地 ０４６６－８７－３３００

２０３ 株式会社大和設備 だいわせつび 藤沢市円行１８７０番地２ ０４６６－４４－５７４４

７３５ 株式会社テクノＢＬＵＥ てくのぶるー 藤沢市白旗二丁目１４番１３号 ０４６６－４７－６９８９

３７７ 葉山設備工業株式会社 はやませつびこうぎょう 藤沢市石川２７１番地 ０４６６－８７－１５５５

４６０ 有限会社堀内設備工業 ほりうちせつびこうぎょう 藤沢市用田６７４番地１ ０４６６－４８－０８３０

４１３ 有限会社松山住宅設備 まつやまじゅうたくせつび 藤沢市本町四丁目５番２２号 ０４６６－２５－４５２２

４１５ 有限会社水屋 みずや 藤沢市石川四丁目１番地の１４ ０４６６－８７－１２０７

３５８ 有限会社安室設備 やすむろせつび 藤沢市菖蒲沢８９９番地 ０４６６－４８－２５８０

３５５ 山羽工業株式会社 やまはこうぎょう 藤沢市渡内二丁目２番７号 ０４６６－２５－２５３５

７５０ ヤマモト設備 やまもとせつび 藤沢市辻堂元町３丁目１０番１５号 ０９０－１４２６－５５４１

５７９ 株式会社ユタホーム ゆたほーむ 藤沢市辻堂元町三丁目１１番５号 ０４６６－６０－００６３

２４８ 有限会社吉田設備工業 よしだせつびこうぎょう 藤沢市羽鳥二丁目４番２７号 ０４６６－３６－２８３２

７２０ リュウシン工業 りゅうしんこうぎょう 藤沢市藤沢４丁目１４番２２号 ０４６６－６３－７７７６

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

５４７ 株式会社アース設備 あーすせつび 小田原市飯泉５８５番地３０ ０４６５－４５－０８２１

１４４ アソー熱工業株式会社 あそーねつこうぎょう 小田原市中曽根３１番地１２ ０４６５－３６－７８３０

５０４ 英輝総業株式会社 えいこうそうぎょう 小田原市小竹７３５番地の４９ ０４６５－４３－５０１２

５１５ 株式会社エスワイ えすわい 小田原市羽根尾６７番地の１ ０４６５－４３－１８５４

６２８ 株式会社エフテクノス えふてくのす 小田原市北ノ窪２５７番地の５ ０４６５－６６－５１１５

５６８ 株式会社オガワ おがわ 小田原市曽我光海１６番地の３ ０４６５－４２－７０８７

４３８ 株式会社川西設備 かわにしせつび 小田原市高田２７７番地 ０４６５－４２－４６６５

３１４ 株式会社熊沢工務店 くまざわこうむてん 小田原市久野２３１９番地 ０４６５－３４－２５１１

７４０ 株式会社ケイ・エス・アール けい・えす・あーる 小田原市飯泉７６９ ０４６５－４７－６５１６

６０９ 建昇株式会社 けんしょう 小田原市千代２４９番地の１６ ０４６５－２０－９０１５

５４８ 株式会社髙昇設備工業 こうしょうせつびこうぎょう 小田原市千代５７２番地１ ０４６５－２０－８７３８

５５３ 光南管工業有限会社 こうなんかんこうぎょう 小田原市浜町一丁目９番１３号 ０４６５－２２－８９１６

５７２ サーヴ住設株式会社 さーぶじゅうせつ 小田原市桑原６３６番地３ ０４６５－３７－６００１

３４４ 三栄管工業株式会社 さんえいかんこうぎょう 小田原市久野４６９番地 ０４６５－３４－６８１６

６２１ フロンティア１株式会社 ふろんてぃあわん 小田原市寿町一丁目１番１２号 ０４６５－３５－２０３８

６２７ 有限会社下里住設店 しもさとじゅうせつてん 小田原市飯田岡５７７番地 ０４６５－３４－９７４９

６１０ 株式会社スギヤマ設備 すぎやませつび 小田原市鴨宮１３７番地６ ０４６５－４３－９２７７

６５４ 有限会社スドウ工営 すどうこうえい 小田原市鬼柳７９９番地の１０ ０４６５－３９－２０２１

４４１ 有限会社西湘プラミング せいしょうぷらみんぐ 小田原市堀之内３９番地２ ０４６５－３７－９０４２

６６３ 誠真 せいしん 小田原市蓮正寺２３７番地 ０４６５－４６－７３８２

６７３ 株式会社センナリ せんなり 小田原市鴨宮８９３番地１ ０４６５－４９－０３４６

６２４ たぶち設備 たぶちせつび 小田原市扇町５丁目１９番２９号 ０４６５－６６－６６３１

１６６ 株式会社中央工業 ちゅうおうこうぎょう 小田原市曽比１８５９番地 ０４６５－３６－４４３５

５１２ 有限会社中島商会 なかじましょうかい 小田原市桑原１８２番地の４ ０４６５－３６－００６１

２２５ 株式会社西山工務店 にしやまこうむてん 小田原市飯泉８３３番地の４ ０４６５－４８－３８４８

５８９ 株式会社ニッテク にってく 小田原市蓮正寺７７４番地の１ ０４６５－３６－１７６１

４８０ 有限会社マルシン まるしん 小田原市中村原１６１番地の３ ０４６５－４４－３００１

７３２ 雅雲 まさくも 小田原市蓮正寺４７０番地の７５ ０８０－２３４３－５６５７

３９５ 有限会社村山設備工業 むらやませつびこうぎょう 小田原市中曽根５２番地の１ ０４６５－３８－０６９１

６１１ 有限会社彌中工業 やなかこうぎょう 小田原市穴部３９８番地の６ ０４６５－３０－１２３２

１４５ 株式会社若尾管工 わかおかんこう 小田原市堀之内３１５番地 ０４６５－３７－３３６６

≪　藤　沢　市　３０店舗　≫

≪　小　田　原　市　３１店舗　≫



指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

５９１ 株式会社イシカワ技建 いしかわぎけん 茅ヶ崎市赤羽根２２４６第３コーポシマムラ１Ｂ ０４６７－９５－３６１６

２１３ 有限会社加藤工務店 かとうこうむてん 茅ヶ崎市南湖六丁目３番１６号 ０４６７－８２－３８８５

２６４ 有限会社カワニシ かわにし 茅ヶ崎市芹沢８５３番地 ０４６７－３８－５１５７

２１６ 株式会社クドー工業 くどーこうぎょう 茅ヶ崎市中島１１９７番地１ ０４６７－８６－６８２７

５６３ 株式会社晃真工業 こうしんこうぎょう 茅ヶ崎市萩園１５９９番地１ ０４６７－８７－２３３５

３６１ 有限会社サンスイ工業 さんすいこうぎょう 茅ヶ崎市赤羽根４４８番地５ ０４６７－５１－７１５１

５６２ 株式会社サンヒーティング さんひーでぃんぐ 茅ヶ崎市赤羽根３６９番地３ ０４６７－５３－３３４０

７０８ 株式会社湘南ウォーターワークス しょうなんうぉーたーわーくす 茅ヶ崎市下町屋一丁目４番２号 ０４６７－２６－３３５０

７２２ 株式会社湘南工業 しょうなんこうぎょう 茅ヶ崎市松林二丁目８番５－２号 ０４６７－２６－９７９９

２５３ 有限会社せいわ工業 せいわこうぎょう 茅ヶ崎市赤羽根１７８８番地２ ０４６７－５４－４１９８

５９４ 株式会社総栄 そうえい 茅ヶ崎市堤１６２８番地 ０４６７－８４－７７８１

１９６ 株式会社茅ヶ崎設備工業 ちがさきせつびこうぎょう 茅ヶ崎市みずき二丁目２１番９号 ０４６７－３９－６２４０

５７８ ツヅキ工業株式会社 つづきこうぎょう 茅ヶ崎市旭が丘１番１１号 ０４６７－９８－２１７１

６６１ 有限会社翼工業 つばさこうぎょう 茅ヶ崎市南湖３丁目５番１４号 ０４６７－５３－９８４７

６４６ 有限会社フジタ工業 ふじたこうぎょう 茅ヶ崎市室田一丁目９番１４号 ０４６７－５２－３７４３

３１８ 有限会社丸幸商事 まるこうしょうじ 茅ヶ崎市柳島海岸１０８９番地 ０４６７－８３－３４６７

４９６ 株式会社ミライ工業 みらいこうぎょう 茅ヶ崎市赤羽根２１６５番地２号 ０４６７－５４－２０７９

４１０ 有限会社山口設備 やまぐちせちび 茅ヶ崎市柳島二丁目９番１２号 ０４６７－８５－９３９２

６１２ 株式会社ゆうしん設備 ゆうしんせつび 茅ヶ崎市香川二丁目１９番１号 ０４６７－４０－４００１

７５２ 元管設備 もとかんせつび 茅ヶ崎市円蔵１丁目１５番３０－６号 ０４６７－５２－８３９５

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

６０５ 合同会社アクアデザイン あくあでざいん 逗子市小坪二丁目８番４０号 ０４６７－２４－８８０６

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

５２２ 有限会社井上住設 いのうえじゅうせつ 三浦市南下浦町上宮田３３１４番地 ０４６－８８８－６４２４

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

２６３ 株式会社アイエス あいえす 秦野市西田原４１番地の３ ０４６３－８２－１４４６

６０３ 有限会社アクア設備工業 あくあせつびこうぎょう 秦野市上今川町８番３５号 ０４６３－７９－６３４８

５９７ 有限会社アサクマ設備 あさくませつび 秦野市渋沢１４１８番地の２３ ０４６３－８２－６６８７

４２３ アジアプロパン株式会社 あじあぷろぱん 秦野市平沢４３２番地の１ ０４６３－８１－３７７２

２７２ 飯沼設備工業株式会社 いいぬませつびこうぎょう 秦野市戸川１１２４番地 ０４６３－７５－１７７２

２７４ 株式会社伊東商店 いとうしょうてん 秦野市並木町５番６号 ０４６３－８８－１８８２

１９３ 株式会社伊藤設備工業 いとうせつびこうぎょう 秦野市鶴巻２３２５番地 ０４６３－７７－２６７６

５３６ 株式会社オザワ おざわ 秦野市南矢名９５２番地の６ ０４６３－７７－５８５８

２９９ 有限会社建機サ－ビス けんきさーびす 秦野市堀山下１４２４番地１ ０４６３－８８－１９５１

６８５ 功将株式会社 こうしょう 秦野市南矢名１７４５番地の２ ０４６３－７７－１５７７

６６５ 佐野設備 さのせつび 秦野市曽屋２丁目９番９号 ０４６３－８３－８３４４

５７３ 三和設備 さんわせつび 秦野市南矢名３２０番地の１ ０４６３－７６－３２４７

１８１ 有限会社シンセツ しんせつ 秦野市平沢２３３番地１ ８３－６６３６

５２７ 株式会社鈴木工業 すずきこうぎょう 秦野市下大槻３０２番地３ ０４６３－７６－８７２２

５９６ 有限会社タイケー設備工業 たいけーせつびこうぎょう 秦野市堀山下３２８番地３ ０４６３－８７－６７６６

２４４ 髙橋設備工業 たかはしせつびこうぎょう 秦野市東田原２００番地の１６２ ８２－４５６９

１７７ 株式会社タムラ たむら 秦野市北矢名４４１番地の２ ７７－１５４７

２２４ 株式会社野田工業 のだこうぎょう 秦野市鶴巻南五丁目１番６号 ７７－２０２７

２４０ 株式会社みどりや みどりや 秦野市寿町６番６号 ８１－００３９

７４２ 株式会社ミヤビ みやび 秦野市萩が丘４－１０ ０４６３－７２－７７７８

７４３ 合同会社喜栄工業 ゆきまさこうぎょう 秦野市鈴張町６番４９号 ０４６３－２０－９９３７

２３８ 株式会社吉川設備 よしかわせつび 秦野市名古木３番地の３ ０４６３－８１－２４４７

６６９ 株式会社吉野屋ビル よしのやびる 秦野市新町９番２５号 ０４６３－８６－６１３７

≪　茅　ヶ　崎　市　２０店舗　≫

≪　逗　子　市　１店舗　≫

≪　三　浦　市　１店舗　≫

≪　秦　野　市　２３店舗　≫　



指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

５８７ 石塚設備 いしづかせつび 厚木市下荻野１２９６番地４ ０４６－２４１－７８６１

５４０ 栄光冷熱株式会社 えいこうれいねつ 厚木市林四丁目４番７号 ０４６－２２２－３５２３

３３３ 有限会社大貫設備 おおぬきせつび 厚木市まつかげ台５４番１３号 ０４６－２４１－６４２３

４２６ オリエンタル設備工業株式会社 おりえんたるせつびこうぎょう 厚木市妻田西三丁目２４番３４号 ０４６－２２１－２７６０

４４２ 有限会社加藤工務店 かとうこうむてん 厚木市中町三丁目１番７号 ０４６－２２１－３５２６

４０９ (資)カトウ商事 かとうしょうじ 厚木市妻田北四丁目２番６号 ０４６－２９４－５０９０

７００ 株式会社クラシアン くらしあん 厚木市船子６０２番地１ ０４６－２９９－４１７１

３８１ 齋藤設備 さいとうせつび 厚木市下荻野５６３番地１８ ０４６－２４２－５４６５

２３７ 有限会社関根設備 せきねせつび 厚木市三田二丁目１４番８号 ０４６－２４１－０３５１

１４３ 株式会社第三設備 だいさんせつび 厚木市長谷３５８番地２ ０４６－２１０－８３３３

２３３ 株式会社大神 だいじん 厚木市妻田西一丁目１６番２２号 ０４６－２２４－５２９１

２９２ 大成設備有限会社 たいせいせつび 厚木市妻田北四丁目７番２２号 ０４６－２９５－７５４１

４７２ 有限会社武冷熱工業 たけれいねつこうぎょう 厚木市三田２５２０番地５ ０４６－２９１－０３５３

１４８ 有限会社田中設備工業 たなかせつびこうぎょう 厚木市下川入１３６６番地１ ０４６－２４５－５４１３

２１１ 株式会社種市工務店 たねいちこうむてん 厚木市愛甲一丁目２４番３２号 ０４６－２４７－９８０６

６１７ 有限会社東神設備工業 とうしんせつびこうぎょう 厚木市小野２２１１番地３ ０４６－２４８－９６３１

１６２ 原島住宅設備株式会社 はらしまじゅうたくせつび 厚木市愛甲東二丁目５番５号 ０４６－２２９－０３７８

３２２ 有限会社原設備工業 はらせつびこうぎょう 厚木市及川二丁目３番１６号 ０４６－２４２－６１７１

１９８ 有限会社藤田管工 ふじたかんこう 厚木市温水１８６９番地１ ０４６－２４７－４８８０

５４９ 有限会社三笠工業社 みかさこうぎょうしゃ 厚木市戸室一丁目３番１０号 ０４６－２２１－０８２１

４７６ 有限会社ヤマト設備 やまとせつび 厚木市愛甲東一丁目１４番４号 ０４６－２２８－７０１８

２８５ 有限会社山村工業 やまむらこうぎょう 厚木市妻田北三丁目１１番３６号 ０４６－２２１－５９９６

７０６ Ｕ－ＴＥＣＨ ゆーてっく 厚木市関口１１１０番地２５ ０４６－２４５－３２９０

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

６８３ 修都株式会社 しゅうと 大和市上草柳七丁目１０番３８－２号 ０４６－２１０－４８８７

６０２ 株式会社水工 すいこう 大和市福田一丁目６番地７第一田辺ビル２階 ０４６－２４０－０８８２

３７３ 有限会社日成設備 にっせいせつび 大和市中央林間西一丁目１６番１７号 ０４６－２７５－７１２５

６９４ 藤工務所 ふじこうむしょ 大和市林間一丁目１番地１８ ０４６－２０７－６７１１

２３１ 有限会社藤原興業 ふじわらこうぎょう 大和市中央林間西二丁目１番８号 ０４６－２７４－７９６２

７２９ 株式会社Ｕｎｉｔｙ ゆにてぃ 大和市深見西二丁目４番３３－１号 ０４６－２０４－５９４７

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

５０７ 株式会社アクア・アドバンス あくあ・あどばんす 伊勢原市板戸４５７番地の１　ＡＤビル３Ｆ ０４６３－９１－６７４４

３３０ 有限会社足立工務店 あだちこうむてん 伊勢原市石田９０７番地 ０４６３－９５－１３３８

７２６ 五十嵐設備 いがらしせつび 伊勢原市上粕屋２７５番地の９ ０４６３－２６－７７９７

２９７ 有限会社宇佐美工業所 うさみこうぎょうしょ 伊勢原市板戸２７１番地の６ ０４６３－９５－１６８０

３６２ 有限会社岡田設備工業 おかだせつびこうぎょう 伊勢原市東大竹７０７番地 ９２－１３２６

９６ 有限会社坂巻設備  さかまきせつび 伊勢原市沼目二丁目１０番５号 ９３－７６１８

２９６ 有限会社末吉設備工業 すえよしせつびこうぎょう 伊勢原市岡崎６６９３番地の３ ０４６３－９３－０３５２

２３９ 株式会社杉山土建 すぎやまどけん 伊勢原市三ノ宮１番地４ ９３－７３００

６２５ 株式会社田中建設 たなかけんせつ 伊勢原市高森二丁目２番１５号 ０４６３－９４－８７０９

２１２ 株式会社丹野設備工業所 たんのせつびこうぎょうしょ 伊勢原市上粕屋４４８番地の１９ ０４６３－９３－０６６２

５１１ 中央日化サービス株式会社　湘南営業所 ちゅうおうにっかさーびす　しょうなんえいぎょうしょ 伊勢原市小稲葉２２９４番地 ９２－２２３５

３６７ 有限会社長倉設備 ながくらせつび 伊勢原市板戸９８６番地の１ ０４６３－９２－０８２５

６９８ 沼田設備 ぬまたせつび 伊勢原市下谷６６８番地の１ ０９０－７４０７－２４１６

５５４ 有限会社フジ管工設備 ふじかんこうせつび 伊勢原市日向１１５５番地 ０４６３－９３－５２８４

５２１ 株式会社ミツワ設備 みつわせつび 伊勢原市東大竹一丁目１３番地の1 ９１－０９９９

５０２ 豊建設株式会社 ゆたかけんせつ 伊勢原市東富岡９５９番地１０ ９４－５４１９

４２４ ライフサービス らいふさーびす 伊勢原市桜台五丁目１番１６－４号 ０４６３－９２－７０７７

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

４１７ 有限会社アクア設備 あくあせつび 海老名市杉久保北四丁目３番６－１００３号 ０４６－２３８－８１９３

２５９ 有限会社井上設備工業 いのうえせつびこうぎょう 海老名市社家五丁目１８番２３号 ０４６－２３８－４５２６

７４９ 有限会社カベシマ設備 かべしませつび 海老名市中野二丁目１８番１４号 ０４６－２３８－３１０９

２２３ 有限会社三高商会 さんこうしょうかい 海老名市中新田二丁目１７番２９号 ０４６－２３４－０１４５

４５４ 有限会社田中装建　海老名営業所 たなかそうけん　えびなえいぎょうしょ 海老名市本郷２３５４番１ ０４６－２０６－４７４８

２４５ 長谷川工業株式会社 はせがわこうぎょう 海老名市東柏ヶ谷一丁目２５番１３号 ０４６－２３３－１０４０

４３３ 有限会社見上総合設備 みかみそうごうせつび 海老名市東柏ケ谷三丁目１３番１９号 ０４６－２９２－２８１３

１７３ 有限会社モガミ工業 もがみこうぎょう 海老名市門沢橋六丁目３番２１号 ０４６－２３８－８０５９

１６５ 株式会社山口設備工業 やまぐちせちびこうぎょう 海老名市大谷北四丁目２番１２号 ０４６－２３３－０３４５

≪　大　和　市　６店舗　≫

≪　厚　木　市　２３店舗　≫

≪　伊　勢　原　市　１７店舗　≫

≪　海　老　名　市　９店舗　≫



指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

４３４ 株式会社かおる建設工業 かおるけんせつこうぎょう 座間市新田宿４９１番地の８ ０４６－２５４－２６２４

７５４ 積水ハウス建設東京株式会社　座間事務所 せきすいはうすけんせつとうきょう　ざまじむしょ 座間市小松原一丁目１５番１２号 ０４６－２９８－０２６６

５７６ 株式会社双和 そうわ 座間市明王３番地８ ０４６－２５５－１６１６

４５１ 株式会社高田屋 たかだや 座間市さがみ野三丁目６番２号 ０４６－２５１－９５１１

６８６ 株式会社フジ設備工業 ふじせつびこうぎょう 座間市小松原一丁目１１番１号 ０４６－２４４－０８７２

５５９ 有限会社友ホームサービス ゆうほーむさーびす 座間市立野台一丁目１２番１１号 ０４６－２５５－９８７６

５２６ 嘉貴工業株式会社 よしきこうぎょう 座間市栗原中央六丁目６番６号 ０４６－２０５－７６０４

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

３３６ 株式会社神成工業 しんせいこうぎょう 南足柄市狩野６７２番地 ０４６５－７４－０３９３

５１３ 有限会社大雄設備 だいゆうせつび 南足柄市怒田３１４番地１ ０４６５－７３－１３６９

５３２ 株式会社塚原設備工業 つかはらせつびこうぎょう 南足柄市塚原３３６９番地の１ ０４６５－７４－２２３６

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

６３６ 株式会社ウスイプラミング うすいぷらみんぐ 綾瀬市綾西四丁目３番１０号 ０４６７－７８－０６７８

４３１ 有限会社柴崎工業所 しばさきこうぎょうしょ 綾瀬市落合北二丁目１番７５号 ０４６７－７８－１３４６

６３７ 株式会社大五建設 だいごけんせつ 綾瀬市早川１３４５番地３８ ０４６７－７１－３５７７

６４２ 株式会社二大設備工業 にだいせつびこうぎょう 綾瀬市小園南二丁目１９番５号 ０４６７－７６－８８９３

７０１ マコト総建株式会社 まことそうけん 綾瀬市大上六丁目２０番１４号 ０４６７－９１－０９６２

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

５０１ 有限会社アート設備工業  あーとせつびこうぎょう 高座郡寒川町倉見９０２番地２ ０４６７－７４－３２０２

６１５ 有限会社相茅設備工業 あいちせつびこうぎょう 高座郡寒川町宮山２７７１番地 ０４６７－７４－７０００

６７９ イズミ工業 いずみこうぎょう 高座郡寒川町一之宮８丁目２１番１９ー２号 ０４６６－７７－９８１４

２４６ 有限会社大石ポンプ店 おおいしぽんぷてん 高座郡寒川町田端９２９番地 ０４６７－７４－１８３５

２２８ 株式会社勝栄工業 しょうえいこうぎょう 高座郡寒川町田端１１７７番地 ０４６７－７４－３７３３

１４２ 有限会社杉﨑設備工業 すぎざきせつびこうぎょう 高座郡寒川町小谷１５３０番地 ０４６７－７４－１８３７

７０７ 株式会社富湘設備 とみしょうせつび 高座郡寒川町小谷三丁目１番３５号 ０４６７－７５－３７８０

３９３ 有限会社二葉工務店 ふたばこうむてん 高座郡寒川町倉見１７００番地 ０４６７－７５－６１０８

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

２１８ 有限会社岩田土木管工　　　　 いわたどぼくかんこう 中郡大磯町大磯５７番地２ ６１－７２１５

３２７ 有限会社鈴木組 すずきぐみ 中郡大磯町西小磯１９３番地の１ ０４６３－６１－１６２９

１６７ 有限会社フルショウ設備 ふるしょうせつび 中郡大磯町虫窪７６１番地 ７１－７８８６

２０５ 有限会社丸徳住設 まるとくじゅうせつ 中郡大磯町大磯２１３５番地 ６１－５７５５

４００ 宮代工業所 みやだいこうぎょうしょ 中郡大磯町大磯１７４６番地 ０４６３－６１－１３１８

４９４ 株式会社大磯衛生社 おおいそえいせいしゃ 中郡二宮町緑が丘一丁目１０番地の５ ０４６３－７２－２９８０

３９２ 有限会社栄屋商店 さかえやしょうてん 中郡二宮町二宮９０３番地３ ７１－０１００

３０６ 有限会社佐久間設備 さくませつび 中郡二宮町山西５５８番地 ７１－２６９６

２４７ 有限会社武井設備 たけいせつび 中郡二宮町松根１６番２７号 ７１－１５９２

４９５ 株式会社二宮設備工業所 にのみやせつびこうぎょうしょ 中郡二宮町緑が丘一丁目８番地の２ ７２－０２０１

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

６７２ 株式会社熊谷設備 くまがいせつび 足柄上郡大井町金子１７６４番地１　横山モカール１０２号 ０４６５-８３-３７３２

２３５ 株式会社ナカネン なかねん 足柄上郡大井町上大井８４番地３ ０４６５－８３－６６２５

４０３ 有限会社平石設備工業 ひらいしせつびこうぎょう 足柄上郡大井町金子１１８８番地２ ０４６５－８２－４７１１

６８９ 竜馬設備工業 りょうませつびこうぎょう 足柄上郡大井町山田６７２番地３３ ０９０－６３００－５０３３

４９７ 有限会社岩本設備工業　　　 いわもとせつびこうぎょう 足柄上郡中井町井ノ口２７６４番地の８ ０４６５－８１－０１９７

６８８ 開裕設備工業 かいゆうせつびこうぎょう 足柄上郡中井町井ノ口１９９２番地４ ０４６５－８１－８４７０

５３７ 有限会社成川設備工業所 なるかわせつびこうぎょうしょ 足柄上郡中井町藤沢２１０番地 ０４６５－８１－０６１２

３９４ 株式会社山本工務店 やまもとこうむてん 足柄上郡中井町井ノ口２７６１番地の１５ ０４６５－８１－２３７０

３７９ 有限会社コーユー こーゆー 足柄上郡開成町吉田島２４５８番地３ ０４６５－８５－３１０８

６６７ 有限会社シンコウ設備 しんこうせつび 足柄上郡開成町吉田島２３９番地３ ０４６５－４３－７４９８

４２７ 株式会社西湘設備工業 せいしょうせつびこうぎょう 足柄上郡開成町吉田島４３４１番地３ ０４６５－８２－９９１６

６６２ 株式会社　プラマーイチカワ ぷらまーいちかわ 足柄上郡開成町宮台２０３番地５ ０４６５－８３－０３４２

７２４ 株式会社リビングハシモト りびんぐはしもと 足柄上郡中井町井ノ口１７５５番地の４ ０４６５－８１－０５４０

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

５８１ 株式会社髙畠配管所 たかばたけはいかんじょ 足柄下郡箱根町宮城野２１１番地 ０４６０－８２－２５７７

７０２ サラ設備 さらせつび 足柄下郡湯河原町中央五丁目５番地１５ ０４６５－４３－６０５６

４２８ 有限会社ナミフサ設備 なみふさせつび 足柄下郡湯河原町鍛冶屋３３５番地の１２ ０４６５－６２－９２９５

指定
番号

商号 ふりがな 営業所の所在地 電話番号

４４５ 有限会社成瀬管工設備 なるせかんこうせつび 愛甲郡愛川町中津１１７３番地 ０４６－２８５－１３６６

４６９ 株式会社ヒロズ ひろず 愛甲郡愛川町中津２１４８番地 ０４６－２８６－６６６１

３５２ ふたば設備株式会社 ふたばせつび 愛甲郡愛川町中津７７８番地 ０４６－２８５－５２３４

３９６ 有限会社Ｓ＆Ｙ えすあんどわい 愛甲郡愛川町中津３５２４番地の３ ０４６－２５８－９４８８

≪　中　郡　１０店舗　≫

≪　足　柄　上　郡　１３店舗　≫

≪　足　柄　下　郡　３店舗　≫

≪　愛　甲　郡　４店舗　≫

≪　座　間　市　６店舗　≫

≪　南　足　柄　市　３店舗　≫

≪　綾　瀬　市　５店舗　≫

≪　高　座　郡　８店舗　≫


