伊勢原市指定下水道工事店名簿(住所順）
平成30年8月16日
指定番号

工事店名

所 在 地

電話番号

158 ダイサン工業

愛甲郡愛川町田代１４７９番地の１

046-281-6723

245 有限会社 成瀨管工設備

愛甲郡愛川町中津１１７３番地

046-285-1366

257 有限会社 山口商会

愛甲郡愛川町中津１９１８番地

046-285-3355

116 株式会社 ヒロズ

愛甲郡愛川町中津２１４８番地

046-286-6661

223 ふたば設備 株式会社

愛甲郡愛川町中津７７８番地

046-285-5234

278 有限会社 杉山商会

愛甲郡清川村煤ヶ谷１７６４番地

046-288-3356

393 株式会社 熊谷設備

足柄上郡大井町金子１０３６番地６

0465-83-3732

381 有限会社 平石設備工業

足柄上郡大井町金子１１８８番地２

0465-82-4711

288 有限会社 シンコウ設備

足柄上郡開成町吉田島２３９番地３

0465-82-8234

239 有限会社 コーユー

足柄上郡開成町吉田島２６１８番地

0465-85-3108

271 株式会社 西湘設備工業

足柄上郡開成町吉田島４３４１番地３

0465-82-9916

154 株式会社 川瀬鉄工

足柄上郡中井町井ノ口１８４３番地の５

0465-80-1118

293 有限会社 岩本設備工業

足柄上郡中井町井ノ口２７６４番地８

0465-81-0197

厚木市愛甲一丁目２４番３２号

046-247-9806

厚木市愛甲東一丁目１４番４号

046-228-7018

厚木市愛甲東二丁目５番５号

046-229-0378

厚木市旭町四丁目１５番３３号

046-228-3719

厚木市旭町四丁目１６番１０号

046-228-4173

厚木市厚木町３番２号

046-221-0821

厚木市及川一丁目８番２０号

046-242-6171

厚木市小野２２１１番地３

046-248-9631

厚木市温水１８６９番地１

046-247-4880

318 サトウコンサルタント

厚木市金田７３６番地

046-293-9600

359 株式会社 ケイズホームサービス

厚木市上依知２５８６番地１０

046-281-8854

363 石塚設備

厚木市下荻野１２９６番地４

046-241-7861

65 齋藤設備

厚木市下荻野５６３番地１８

046-242-5465

30 有限会社 田中設備工業

厚木市下川入１３６６番地１

046-245-5413

184 有限会社 山村工業

厚木市妻田北三丁目１１番３６号

046-243-5996

36 有限会社 奥越工業

厚木市妻田北三丁目３４番１８号

046-224-2227

97 大成設備 有限会社

厚木市妻田北四丁目７番２２号

046-295-7541

67 株式会社 大神設備工業

厚木市妻田西一丁目１６番２２号

046-224-5295

270 オリエンタル設備工業 株式会社

厚木市妻田西三丁目２４番３４号

046-221-2760

169 有限会社 加藤工務店

厚木市中町三丁目１番７号

046-221-3526

365 栄光冷熱 株式会社

厚木市林四丁目４番７号

046-222-3523

70 株式会社 種市工務店
261 有限会社 ヤマト設備
19 原島住宅設備 株式会社
106 厚木ガス総合設備 株式会社
87 有限会社 岩崎設備
356 有限会社 三笠工業社
75 有限会社 原設備工業
126 有限会社 東神設備工業
6 有限会社 藤田管工
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指定番号

工事店名

所 在 地

電話番号

217 有限会社 大貫設備

厚木市まつかげ台５４番１３号

046-241-6423

38 株式会社 第三設備

厚木市水引二丁目１２番１８号

046-221-8333

385 有限会社 武冷熱工業

厚木市三田２５２０番地５

046-291-0353

156 有限会社 芳志工業

厚木市三田３０３１番地３

046-241-5196

厚木市三田３６４８番地

046-241-0351

厚木市三田５９０番地６

046-241-3675

厚木市三田南二丁目１番１２号

046-241-5395

180 株式会社 小林リビング

厚木市山際５７０番地

046-245-3261

383 有限会社 渡部設備工業

綾瀬市寺尾中３丁目１１番２１号
伊勢原市池端４９７番地
ファミーユＩＳＥＨＡＲＡ Ａ－１０１

0467-78-6297

伊勢原市石田２１１番地の３

0463-93-8691

103 有限会社 足立工務店

伊勢原市石田９０７番地

0463-95-1338

147 有限会社 坂本水道

伊勢原市伊勢原四丁目１４番４３号

0463-95-2530

102 有限会社 宇佐美工業所

伊勢原市板戸２７１番地の６

0463-95-1680

108 株式会社 アクア・アドバンス

伊勢原市板戸４３３番地の１ ＭＩビル１Ｆ

0463-91-6744

49 有限会社 長倉設備

伊勢原市板戸９８６番地の1

0463-92-0825

40 有限会社 末吉設備工業

伊勢原市岡崎６６９３番地の３

0463-93-0352

193 株式会社 池田建設

伊勢原市笠窪４２１番地の２０

0463-93-2763

341 高橋設備

伊勢原市上粕屋２４５０番地の５

0463-94-3754

118 株式会社 丹野設備工業所
中央日化サービス
297 株式会社 湘南サービスセンター

伊勢原市上粕屋４４８番地の１９

0463-93-0662

伊勢原市小稲葉２２９４番地

0463-92-2235

101 有限会社 岡田工務店

伊勢原市桜台一丁目１６番１７号

0463-94-4131

132 ライフサービス

伊勢原市桜台五丁目１番１６－４号

0463-92-7077

204 長島建設 株式会社

伊勢原市三ノ宮１０９７番地

0463-95-0612

24 株式会社 杉山土建

伊勢原市三ノ宮１番地の４

0463-93-7300

90 有限会社 大平工業所

伊勢原市三ノ宮４６４番地の１

0463-94-0597

伊勢原市下谷６６８番地の１

0463-79-6598

伊勢原市高森１０９０番地の８

0463-93-3289

320 株式会社 田中建設

伊勢原市高森二丁目２番１５号

0463-94-8709

146 有限会社 坂巻設備

伊勢原市沼目二丁目１０番５号

0463-93-7618

185 有限会社 岡田設備工業

伊勢原市東大竹７０７番地
伊勢原市東大竹一丁目１３番地の１
エスポワール平田201号

0463-92-1326

伊勢原市東富岡９５９番地１０

0463-94-5419

100 有限会社 フジ管工設備

伊勢原市日向１１５５番地

0463-93-5284

398 株式会社 日藤工業

伊勢原市日向１３２０番地の１

0463-92-0802

41 有限会社 関根設備
264 星野設備工業 有限会社
99 有限会社 柳下設備

226 平野工業
9 日宝工業 株式会社

402 沼田設備
2 有限会社 小川設備工業

294 ミツワ設備
18 豊建設 株式会社

2

0463-35-0082

0463-91-0999

指定番号

工事店名

209 有限会社 田中装建

所 在 地

電話番号

海老名市今里３丁目２３番２３号

046-232-7113

海老名市大谷北四丁目２番１２号

046-233-0345

291 有限会社 関東設備工業

海老名市上今泉四丁目２４番４５号

046-231-5111

171 有限会社 井上設備工業

海老名市社家４２７番地１

046-238-4526

23 有限会社 アクア設備

海老名市杉久保北四丁目３番６－１００３号

046-238-8193

29 有限会社 三高商会

海老名市中新田二丁目１７番２９号

046-234-0145

174 有限会社 見上総合設備

海老名市東柏ヶ谷三丁目１３番１９号

046-292-2813

378 有限会社 彌中工業

小田原市穴部３９８番地６

0465-30-1232

399 株式会社 アース設備

小田原市飯泉５８５番地３０

0465-45-0821

小田原市飯泉８３３番地の４

0465-48-3848

382 有限会社 スドウ工営

小田原市鬼柳７９９番地の１０

0465-39-2021

311 株式会社 エフテクノス

小田原市北ノ窪２５７番地の５

0465-66-5115

333 有限会社 中島商会

小田原市桑原１８２番地の４

0465-36-0061

313 サーヴ住設 株式会社

小田原市桑原６３６番地３

0465-37-6001

396 株式会社 オガワ

小田原市曽我光海１６番地の３

0465-42-7087

345 建昇 株式会社

小田原市千代２４９番地の１６

0465-20-9015

337 アソー熱工業 株式会社

小田原市中曽根３１番地１２

0465-36-7830

391 有限会社 ＦＵＪＩ興業

小田原市西大友２０８番地１０

0465-42-9101

321 株式会社 杉田設備

小田原市西大友７０番地の２

0465-36-1677

342 株式会社 エスワイ

小田原市羽根尾６７番地の１

0465-43-1854

小田原市堀ノ内３１５番地

0465-37-3366
044-755-4448

366 株式会社 サクラ工業

川崎市宮前区野川３２５７番地の７
高座郡寒川町大曲二丁目１２番８号
オールドシーダーズ１Ｆ・Ａ号室

260 有限会社 二葉工務店

高座郡寒川町倉見１７００番地

0467-75-6108

高座郡寒川町倉見９０２番地２

0467-74-3202

339 有限会社 杉﨑設備工業

高座郡寒川町小谷１５３０番地

0467-74-1837

148 株式会社 勝栄工業

高座郡寒川町田端１１７７番地

0467-74-3733

192 有限会社 大石ポンプ店

高座郡寒川町田端９２９番地

0467-74-1835

358 株式会社 小山商会

相模原市中央区上溝３４７番地８

042-778-1031

404 大和建設工業 株式会社

相模原市中央区上溝３丁目２０番１４-１０１号

042-713-1178

相模原市中央区上溝６０１番地９

042-758-8493

相模原市中央区上溝三丁目６番３５号

042-764-2055

394 株式会社 ワクロス

相模原市中央区鹿沼台２丁目１８番７号

042-758-3785

202 有限会社 森田設備工業

相模原市中央区上矢部四丁目２１番２号

042-756-9056

242 進和工業 株式会社

相模原市中央区共和三丁目４番５号

042-757-1526

336 武藤設備

相模原市中央区小町通二丁目２番３３号

042-853-5210

26 株式会社 山口設備工業

98 株式会社 西山工務店

4 株式会社 若尾管工
312 有限会社 タカハシ設備工業

1 有限会社 アート設備工業

78 有限会社 オガサワラ
8 株式会社 ジョブリアース
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0467-40-5360

指定番号

工事店名

77 株式会社 アイダ設計相模原支店

所 在 地

電話番号

相模原市中央区清新二丁目５番１２号

050-3173-2417

128 株式会社 三浦設備工業

相模原市中央区清新八丁目２番１号

042-757-2853

33 八千代水道 株式会社

相模原市中央区田名３８４６番地の１

042-762-2490

354 株式会社 則武地所

相模原市中央区田名塩田二丁目２番１１号

042-711-9652

350 有限会社 田中設備工業所

相模原市中央区並木四丁目４番２号

042-752-9722

380 株式会社 セイコーテクノ東京

相模原市中央区光が丘３丁目１３番２５号

042-707-8106

373 工藤企画サービス

相模原市中央区光が丘二丁目２８番１１号

042-707-0516

397 株式会社 杉田設備
有限会社 守屋設備設計企画
301 相模原営業所

相模原市中央区陽光台五丁目２番１８号

042-757-1015

相模原市中央区陽光台五丁目２番１８号

042-705-7775

286 株式会社 富士設備 相模原支店

相模原市中央区陽光台二丁目６番５号

042-752-5241

349 株式会社 日化住設

相模原市緑区相原一丁目７番９号

042-773-7725

314 有限会社 長谷川設備

相模原市緑区太井２９３番地３

042-784-8636

371 有限会社 杉崎水道

相模原市緑区城山三丁目１番２４号

042-782-2377

375 セツビホンダ

相模原市緑区城山四丁目１６番２０号

042-782-8122

369 有限会社 竜設備

相模原市緑区鳥屋８４２番地３

042-785-0958

129 小川水道土木 株式会社

相模原市緑区中野２０番地の１

042-784-1966

143 有限会社 田中設備企画

相模原市緑区二本松四丁目２５番３号

042-703-7330

相模原市緑区根小屋２５７３番地９

042-780-1334

287 株式会社 池部設備

相模原市緑区橋本台二丁目９番５号

042-779-4196

230 株式会社 折本設備

相模原市南区麻溝台五丁目６番１号

042-748-0411

376 有限会社 和興設備

相模原市南区麻溝台四丁目５番３５号

042-744-7656

340 株式会社 川島商事

相模原市南区鵜野森二丁目１１番１５号

042-723-0521

136 有限会社 トウシン工業

相模原市南区相模大野七丁目２６番２号

042-743-8676

315 有限会社 小糸設備

相模原市南区下溝１０３９番地６

042-798-6254

353 株式会社 伊波総建

相模原市南区下溝１７５６番地１

042-777-1733

84 有限会社 田中管工

相模原市南区下溝２０８９番地７

042-778-2493

282 有限会社 S&Y

相模原市南区相武台一丁目１９番６号

046-253-5705

324 株式会社 小池設備

相模原市南区西大沼一丁目１８番２号

042-754-8181

座間市小松原一丁目11番１号

046-244-0872

座間市さがみ野三丁目６番２号

046-251-9511

座間市座間一丁目３００４番地の１

046-251-0343

175 株式会社 かおる建設工業

座間市新田宿４９１番地の８

046-254-2624

247 有限会社 めぐみ工業

座間市南栗原一丁目１０番６０号

046-254-8428

141 株式会社 双和

座間市明王３番地８

046-255-1616

401 合同会社 アクアデザイン

逗子市小坪２丁目８番４０号

0467-24-8806

179 有限会社 せいわ工業

茅ヶ崎市赤羽根１７８８番地２

0467-54-4198

59 有限会社 イワマ設備

21 株式会社 フジ設備工業
167 株式会社 高田屋
31 有限会社 オクツ
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指定番号

工事店名

所 在 地

電話番号

285 株式会社 ミライ工業

茅ヶ崎市赤羽根２１６５番地２号

0467-54-2079

330 株式会社 サンヒーティング

茅ヶ崎市赤羽根３６９番地３

0467-53-3340

266 有限会社 田口設備工業所

茅ヶ崎市甘沼５３２番地

0467-52-5501

53 有限会社 亀田設備工業所

茅ヶ崎市今宿６８６番地

0467-57-0114

368 株式会社 ゆうしん設備

茅ヶ崎市香川一丁目２８番２８号

0467-40-4001

374 株式会社 総栄

茅ヶ崎市堤１６２８番地

0467-84-7781

406 有限会社 翼工業

茅ヶ崎市南湖３丁目５番１４号

0467-53-9847

334 株式会社 晃真工業

茅ヶ崎市萩園１５９９番地１

0467-87-2335

298 株式会社 茅ヶ崎設備工業

茅ヶ崎市みずき二丁目２１番９号

0467-39-6240

400 有限会社 山口設備

茅ヶ崎市柳島２丁目９番１２号

0467-85-9392

197 有限会社 丸幸商事

茅ヶ崎市柳島海岸１０８９番地

0467-83-3467

253 有限会社 岩田土木管工

中郡大磯町大磯５７番地２

0463-61-7215

281 株式会社 大磯衛生社

中郡大磯町国府新宿４４４番地８

0463-72-2980

188 有限会社 武井設備

中郡二宮町松根１６番２７号

0463-71-1592

199 株式会社 二宮設備工業所

中郡二宮町緑が丘一丁目８番地の２

0463-72-0201

107 有限会社 佐久間設備

中郡二宮町山西５５８番地

0463-71-2696

355 大村設備

秦野市尾尻４５０番地の１７

0463-83-3976

213 有限会社 飯田工業

秦野市上今川町７番８号

0463-81-1448

12 株式会社 タムラ

秦野市北矢名４４１番地の２

0463-77-1547

88 株式会社 みどりや

秦野市寿町６番６号

0463-81-0039

361 有限会社 アサクマ設備

秦野市渋沢１４１８番地の２３

0463-82-6687

187 有限会社 東海水処理技研

秦野市下大槻１３２番地の６

0463-76-4724

377 株式会社 鈴木工業

秦野市下大槻３０２番地３

0463-76-8722

395 株式会社 吉野屋ビル

秦野市新町９番２５号

0463-86-6137

62 株式会社 設衛研究センター

秦野市鈴張町１番１３号

0463-83-1521

58 佐野設備

秦野市曽屋二丁目９番９号

0463-83-8344

秦野市千村８４７番地の９

0463-87-2120

11 株式会社 伊藤設備工業

秦野市鶴巻２３２５番地

0463-77-2676

69 株式会社 野田工業

秦野市鶴巻南五丁目１番６号

0463-77-2027

秦野市鶴巻南四丁目２１番３３号

0463-78-1515

17 飯沼設備工業 株式会社

秦野市戸川１１２４番地

0463-75-1772

64 株式会社 吉川設備

秦野市名古木３番地の３

0463-81-2447

秦野市並木町５番６号

0463-88-1882

22 株式会社 アイエス

秦野市西田原４１番地の３

0463-82-1446

60 髙橋設備工業

秦野市東田原２００番地の１６２

0463-82-4569

35 株式会社 相原管工

秦野市平沢１０２５番地

0463-81-0313

248 有限会社 秦野三幸設備

110 有限会社 アオヤギ住設・家電

134 株式会社 伊東商店

5

指定番号

工事店名

所 在 地

電話番号

119 有限会社 シンセツ

秦野市平沢２３３番地の１

0463-83-6636

338 アジアプロパン 株式会社

秦野市平沢４３２番地の１

0463-81-3772

秦野市堀山下１４２４番地１

0463-88-1951

360 有限会社 タイケー設備工業

秦野市堀山下３２８番地３

0463-87-6766

328 株式会社 オザワ

秦野市南矢名９５２番地の６

0463-77-5858

秦野市横野４８１番地の１

0463-75-3744

平塚市出縄１３５番地の８

0463-32-2012

平塚市出縄２１７番地の２２

0463-32-1639

388 有限会社 大成管工

平塚市追分６番16号

0463-31-6409

246 有限会社 秋山工務店

平塚市大島１０２９番地

0463-55-8362

94 有限会社 荒川設備

平塚市岡崎２８９４番地

0463-58-8006

32 光建設 株式会社

平塚市岡崎３６６４番地の１

0463-59-0613

52 五菱設備工業 有限会社

平塚市片岡１２５０番地の９

0463-59-6791

384 有限会社 エヌ・エス工業

平塚市上吉沢１８３番地の３

0463-58-9888

127 株式会社 西尾興産

平塚市河内１０５番地の２

0463-32-5198

162 神奈中工業 株式会社

平塚市河内４４４番地の２

0463-31-1821

329 及川設備

平塚市北豊田９２８番地の４

0463-58-3267

170 有限会社 ジェイクラフト

平塚市公所２１１番地の４

0463-59-2062

362 トミタ設備

平塚市御殿一丁目２７番１０号

0463-32-6001

54 株式会社 根布工業

平塚市御殿二丁目１４番２６号

0463-33-5555

72 株式会社 浄化槽管理センター

平塚市御殿四丁目１番６号

0463-32-8853

161 有限会社 内田綜合設備

平塚市札場町２３番３号

0463-21-1190

109 株式会社 相原設備

平塚市下島８４９番地

0463-55-5423

125 有限会社 福栄設備

平塚市千石河岸５４番１０号

0463-38-0847

152 関東設備 有限会社

平塚市田村四丁目１９番２０号

0463-55-2896

平塚市土屋１５６番地の３

0463-58-3455

平塚市豊田宮下８０４番地

0463-32-0444

25 飯塚設備工業 株式会社

平塚市中原三丁目１６番１５号

0463-31-5256

83 扶桑工業 株式会社

平塚市中原三丁目１９番２７号

0463-32-3200

274 阿部総合 株式会社

平塚市長持５５０番地の６

0463-32-9650

131 有限会社 髙橋設備工業

平塚市西真土三丁目１６番１２号

0463-55-4118

263 株式会社 相創

平塚市西八幡三丁目８番１１号

0463-21-2280

269 有限会社 三葉商会

平塚市根坂間２６３番地の１

0463-36-7130

309 有限会社 大野サービス

平塚市根坂間３３１番地の４

0463-37-4351

168 サーフ設備

平塚市東真土三丁目６番７４号

0463-54-4288

390 有限会社 永田設備

平塚市日向岡一丁目１番１７号

0463-58-7644

92 有限会社 建機サービス

42 有限会社 エッチアイ設備
218 有限会社 鴨志田工業
10 有限会社 渡部設備工業

68 株式会社 ユープラント
275 株式会社 湘豊
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指定番号

工事店名

332 平野設備

所 在 地

電話番号

平塚市平塚三丁目３番１１号

0463-32-4470

平塚市平塚三丁目８番６号

0463-32-1546

327 大成商事 株式会社

平塚市広川６７１番地の１

0463-58-3812

191 有限会社 アサマ工業

平塚市万田６８番地の２ 小泉ビル２階２Ｆ号室

0463-31-7979

平塚市見附町４６番１６号

0463-32-7267

150 双洋設備工業 株式会社

平塚市南金目１３４８番地

0463-58-5811

206 有限会社 ダイコー設備

平塚市南金目１３８８番地の２

0463-58-8961

235 株式会社 柏木組土木

平塚市南金目１５番地

0463-58-1053

27 三信設備工業 株式会社

平塚市南原三丁目３番３５号

0463-33-4131

20 神奈川山菱設備 株式会社

平塚市南原三丁目７番１号

0463-32-1038

81 新菱設備工業 有限会社

平塚市南原二丁目１５番３２号

0463-32-4624

86 有限会社 にし設備

平塚市山下１０８０番地

0463-33-3925

163 有限会社 秋山設備

平塚市山下３４０番地の１

0463-35-7122

323 有限会社 ギョクシン工業

平塚市山下３８９番地

0463-36-2522

219 有限会社 ケイエスジー

平塚市横内２７８７番地

0463-54-8285

392 有限会社 アクア

藤沢市石川５丁目３番２１号

0466-86-1277

259 有限会社 水屋

藤沢市石川四丁目１番地の１４

0466-87-1207

357 株式会社 大和設備

藤沢市円行１８７０番地２

0466-44-5744

319 太智工業

藤沢市葛原１０８８番地の８

0466-48-8133

250 有限会社 安室設備

0466-48-2580

310 有限会社 永匠

藤沢市葛原２２８６番地の１
藤沢市善行坂二丁目１２番５５号
ヴェルディ湘南２０２

326 株式会社 ユタホーム

藤沢市辻堂元町三丁目１１番５号

0466-60-0063

181 有限会社 梅津設備

藤沢市西俣野３９３番地の5

0466-81-0329

255 有限会社 吉田設備工業

藤沢市羽鳥二丁目４番２７号

0466-36-2832

279 有限会社 松山住宅設備

藤沢市本町四丁目５番２２号

0466-25-4522

藤沢市渡内二丁目２番７号

0466-25-2535

304 株式会社 塚原設備工業

南足柄市塚原３３６９番地の１

0465-74-2236

296 有限会社 大雄設備

南足柄市怒田３１４番地１

0465-73-1369

370 株式会社 トラスト住宅設備

大和市上草柳三丁目１９番７号

046-208-3741

大和市中央林間西二丁目１番８号

046-274-7962

252 ワタナベ設備 株式会社

大和市西鶴間五丁目２番１６号

046-241-8774

367 株式会社 秀和

大和市西鶴間四丁目１２番３６－３０９号

046-283-1570

大和市南林間三丁目６番１２号

046-275-7125

166 株式会社 三石設備コンサルタント

横浜市青葉区青葉台二丁目９番６号

045-981-9971

387 有限会社 プロンプト

横浜市青葉区市ケ尾町１１６９番地２８号

045-978-5382

3 有限会社 猪俣管工事店

7 明和管工 株式会社

39 山羽工業 株式会社

74 有限会社 藤原興業

46 有限会社 日成設備
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0466-84-2237

指定番号

工事店名

所 在 地

電話番号

はるひ建設 株式会社
403 横浜営業所

横浜市青葉区市ケ尾町５６４－１
ベルメゾン市ケ尾A棟 205

045-482-3823

295 株式会社 スイコウ

横浜市青葉区奈良町２５３３番地１４

045-962-9013

267 横浜建興 株式会社

横浜市旭区今宿東町７４５番地

045-954-5550

横浜市旭区今宿南町２１２２番地

045-954-1551

276 株式会社 カナエル

横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目３０番２３号

045-954-4745

299 東光建設 株式会社

横浜市旭区東希望が丘１８９番地

045-391-2221

347 株式会社 和興業

横浜市泉区和泉中央南五丁目３番２５号

045-805-1911

389 有限会社 米山設備

横浜市泉区上飯田町３８１１番地５

045-801-4868

405 有限会社 信設計事務所

横浜市泉区下和泉２丁目２６番１０号

045-852-6678

220 矢島工業 株式会社

横浜市泉区中田東四丁目４８番２－３０９号

045-392-6300

351 東洋住宅サービス 株式会社

横浜市神奈川区羽沢南二丁目３８番１号

045-383-2221

横浜市金沢区鳥浜町４番地１８

045-772-1432

横浜市金沢区東朝比奈三丁目１６番２号

045-781-5707

横浜市港南区下永谷五丁目７番３０号

045-821-2822

256 エスケイ工業 有限会社

横浜市瀬谷区阿久和東二丁目２４番地８

045-829-4151

352 アクアテック 株式会社

横浜市瀬谷区阿久和東二丁目５番地１８

045-364-6392

364 株式会社 鈴木設備工業

横浜市瀬谷区阿久和南四丁目２番地１

045-362-6455

139 ホクヨー住宅設備 株式会社

横浜市瀬谷区南瀬谷一丁目８１番１７号
横浜市戸塚区川上町８７番地４
Ｎ＆Ｆビル１ ２階

045-302-6027

386 五代工業 株式会社

横浜市戸塚区東俣野町１０３１番地１

045-852-5731

372 株式会社 矢野住設

横浜市戸塚区深谷町１８８１番地１０

045-854-2535

横浜市保土ヶ谷区狩場町１６９番１号

045-712-7771

182 株式会社 ジェス

横浜市緑区長津田町２９６６番地

045-981-7209

379 株式会社 共信住設

横浜市南区八幡町１８番地の２

045-251-9166

45 株式会社 長谷川設備

34 株式会社 神奈川保健事業社
183 株式会社 金子産商湘南
44 矢崎設備工業 株式会社

73 積和建設神奈川 株式会社

28 三豊エンジニヤリング 株式会社
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045-828-0511

