
小田原市指定給水装置工事事業者一覧表  （令和元年 12 月 5 日現在） 

市内地域別 

地

域 
事業者名 フリガナ 所在地 電話番号 

指定 

番号 

修繕工

事対応 

中 

央 

株式会社熊沢工務店 ｸﾏｻﾞﾜｺｳﾑﾃﾝ 小田原市久野 2319 0465-34-2511 9 ○ 

三栄管工業株式会社 ｻﾝｴｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 小田原市久野 469 0465-34-6816 11 ○ 

光南管工業有限会社 ｺｳﾅﾝｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 小田原市本町 1-5-33 0465-22-8916 13 ○ 

株式会社中津工業 ﾅｶﾂｺｳｷﾞｮｳ 小田原市城山 1-17-3 0465-34-0379 16 ○ 

株式会社小田原衛生工業 ｵﾀﾞﾜﾗｴｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 小田原市寿町 1-1-12 0465-35-2038 17 ○ 

有限会社三建設備 ｻﾝｹﾝｾﾂﾋﾞ 小田原市早川 3-17-18 0465-22-4983 30 ○ 

有限会社扇設備工業 ｵｵｷﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市寿町 3-3-13 0465-34-2489 32 ○ 

株式会社ﾄｰﾀﾙﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ ﾄｰﾀﾙﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ 小田原市寿町 1-1-12 0465-35-9581 37 ○ 

柳下住宅設備有限会社 ﾔｷﾞｼﾀｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ 小田原市本町 2-4-6 0465-24-2641 61 ○ 

有限会社日向設備工業 ﾋﾅﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市久野 3459-4 0465-34-4592 79 ― 

有限会社菊原建設 ｷｸﾊﾗｹﾝｾﾂ 小田原市南板橋 2-250-2 0465-22-0819 115 ○ 

株式会社古川 ﾌﾙｶﾜ 小田原市寿町 1-2-32 0465-34-9101 122 ○ 

平澤商事株式会社 ﾋﾗｻﾜｼｮｳｼﾞ 小田原市中町 2-6-18 0465-22-4121 129 ○ 

大野興業株式会社 ｵｵﾉｺｳｷﾞｮｳ 小田原市寿町 3-4-26 0465-35-1211 138 ○ 

株式会社朝倉風呂 ｱｻｸﾗﾌﾛ 小田原市南町 2-1-8 0465-22-2103 170 ○ 

オオギ総合開発株式会社 ｵｵｷﾞｿｳｺﾞｳｶｲﾊﾂ 小田原市扇町 3-31-6 0465-34-4323 189 ― 

大伸建設株式会社 ﾀﾞｲｼﾝｹﾝｾﾂ 小田原市城山 2-18-34 0465-34-5090 222 ― 

有限会社アクア ｱｸｱ 小田原市扇町 1-28-32 0465-35-0081 255 ― 

有限会社トーケン ﾄｰｹﾝ 小田原市東町 5-3-33 0465-35-7241 267 ― 

たぶち設備 ﾀﾌﾞﾁｾﾂﾋﾞ 小田原市扇町 5-19-29 0465-66-6631 293 ○ 

佐野ボーリング ｻﾉﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 小田原市本町 4-5-53 0465-24-1375 316 ― 

株式会社優栄設備 ﾕｳｴｲｾﾂﾋﾞ 小田原市久野 3658-30 0465-32-1448 329 ○ 

株式会社丸江 ﾏﾙｴ 小田原市栄町 2-13-6 0465-22-6116 332 ○ 

※修繕工事対応の欄に○印がある事業者は、宅地内の修繕対応が可能です。（R1.12時点） 
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サーヴ住設株式会社 ｻｰｳﾞｼﾞｭｳｾﾂ 小田原市桑原 636-3 0465-37-6001 336 ― 

花形施工 ﾊﾅｶﾞﾀｾｺｳ 小田原市南町 3-10-36 0465-24-1242 371 ○ 

加藤建設株式会社 ｶﾄｳｹﾝｾﾂ 小田原市栄町 4-10-24 0465-24-6699 402 ○ 

マルコウ設備 ﾏﾙｺｳｾﾂﾋﾞ 小田原市東町 5-3-41-1 0465-20-7456 410 ○ 

有限会社西湘テクノ ｾｲｼｮｳﾃｸﾉ 小田原市久野 2933 0465-35-3222 424 ― 

株式会社ＪＲＣ ｼﾞｪｰｱｰﾙｼｰ 小田原市栄町 2-12-45 0465-32-1313 435  

片浦 ヒカリ株式会社 ﾋｶﾘ 小田原市根府川 648 0465-29-0752 184 ― 

富

水 

・ 

桜 

井 

有限会社ダイカン ﾀﾞｲｶﾝ 小田原市蓮正寺 783-46 0465-36-5777 12 ― 

有限会社内木水道工業 ｳﾁｷｽｲﾄﾞｳ 小田原市蓮正寺 946 0465-36-3412 21 ○ 

植木水道工業株式会社 ｳｴｷｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ 小田原市堀之内 87-1 0465-36-0668 22 ― 

株式会社ニッテク ﾆｯﾃｸ 小田原市蓮正寺 774-1 0465-36-1761 23 ― 

株式会社中央工業 ﾁｭｳｵｳｺｳｷﾞｮｳ 小田原市曽比 1859 0465-36-4435 25 ― 

株式会社若尾管工 ﾜｶｵｶﾝｺｳ 小田原市堀之内 315 0465-37-3366 27 ― 

アソー熱工業株式会社 ｱｿｰﾈﾂｺｳｷﾞｮｳ 小田原市中曽根 31-12 0465-36-7830 28 ― 

タシロ総合設備株式会社 ﾀｼﾛｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ 小田原市飯田岡 107 0465-36-7219 29 ○ 

株式会社フジコー ﾌｼﾞｺｰ 小田原市栢山 284-3 0465-39-0071 64 ― 

アキ一設備 ｱｷｲﾁｾﾂﾋﾞ 小田原市曽比 2440-1 0465-36-7769 72 ○ 

有限会社小林建設 ｺﾊﾞﾔｼｹﾝｾﾂ 小田原市曽比 1862 0465-36-0119 142 ○ 

有限会社下里住設店 ｼﾓｻﾞﾄｼﾞｭｳｾﾂﾃﾝ 小田原市飯田岡 577 0465-34-9749 157 ○ 

有限会社西湘プラミング ｾｲｼｮｳﾌﾟﾗﾐﾝｸﾞ 小田原市堀之内 39-2 0465-37-9042 173 ○ 

株式会社ｽポｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ報徳 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞﾎｳﾄｸ 小田原市堀之内 458 0465-37-4600 203 ○ 

山一産業株式会社 ﾔﾏｲﾁｻﾝｷﾞｮｳ 小田原市飯田岡 626-5 0465-35-5661 210 ― 

司建設株式会社 ﾂｶｻｹﾝｾﾂ 小田原市北ノ窪 452 0465-32-3232 211 ○ 

有限会社村山設備工業 ﾑﾗﾔﾏｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市中曽根 52-1 0465-38-0691 230 ○ 

※修繕工事対応の欄に○印がある事業者は、宅地内の修繕対応が可能です。（R1.12時点） 
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有限会社加藤設備 ｶﾄｳｾﾂﾋﾞ 小田原市栢山 3301-3 0465-37-2361 234 ○ 

有限会社マルカ設備 ﾏﾙｶｾﾂﾋﾞ 小田原市飯田岡 335-1 0465-36-0793 246 ○ 

藤田設備工業 ﾌｼﾞﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市北ノ窪 257-5 0465-66-5115 248 ○ 

有限会社伝々設備工業 ﾃﾞﾝﾃﾞﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市蓮正寺 761-6 0465-38-3161 278 ― 

武田設備 ﾀｹﾀﾞｾﾂﾋﾞ 小田原市栢山 3453 0465-37-5433 300 ― 

有限会社彌中工業 ﾔﾅｶｺｳｷﾞｮｳ 小田原市穴部 398-6 0465-30-1232 359 ○ 

有限会社ロングラン ﾛﾝｸﾞﾗﾝ 小田原市堀之内 9北側 2階 0465-32-1158 360 ― 

稲城住設株式会社 ｲﾅｷﾞｼﾞｭｳｾﾂ 小田原市曽比 1860 0465-38-1205 383 ― 

誠真 ｾｲｼﾝ 小田原市蓮正寺 237 080-3205-8086 429 ― 

川

東

南

部 

  

朝日配管株式会社 ｱｻﾋﾊｲｶﾝ 小田原市国府津 3-10-1 0465-47-2338 5 ○ 

出雲浄水株式会社 ｲｽﾞﾓｼﾞｮｳｽｲ 小田原市中里 203-2 0465-42-4720 18 ― 

有限会社相谷設備工業 ｻｶﾞﾔｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市酒匂 2-34-19 0465-47-6591 24 ― 

株式会社安池建設工業 ﾔｽｲｹｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 小田原市酒匂 5-5-17 0465-47-5722 39 ― 

吉田設備工業 ヨシダセツビコウギョウ 小田原市酒匂 1-22-10 0465-25-4737 76 ― 

プロットＫ ﾌﾟﾛｯﾄｹｲ 小田原市小八幡 4-1-6 0465-87-7093 137 ― 

小田原ガーデンサービス ｵﾀﾞﾜﾗｶﾞｰﾃﾞﾝｻｰﾋﾞｽ 小田原市鴨宮 383-3 0465-49-0724 139 ○ 

伸光 ｼﾝｺｳ 小田原市田島 7-6 0465-42-5425 146 ― 

有限会社川村設備 ｶﾜﾑﾗｾﾂﾋﾞ 小田原市田島 209-11 0465-48-9164 155 ― 

神谷建設株式会社 ｶﾐﾔｹﾝｾﾂ 小田原市鴨宮 14 0465-47-2511 198 ○ 

高橋設備工業 ﾀｶﾊｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市南鴨宮 2-19-20 0465-47-0282 199 ○ 

譲原建設株式会社 ﾕｽﾞﾘﾊﾗｹﾝｾﾂ 小田原市小八幡 3-12-23 0465-47-3151 227 ○ 

有限会社丸三設備工業 ﾏﾙｻﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市鴨宮 163 0465-48-7396 239 ○ 

有限会社小島商事 ｺｼﾞﾏｼｮｳｼﾞ 小田原市田島 643-1 0465-42-0342 240 ○ 

上野設備工業 ｳｴﾉｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市国府津 1870-4 0465-47-1633 254 ― 

※修繕工事対応の欄に○印がある事業者は、宅地内の修繕対応が可能です。（R1.12時点） 
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有限会社片山工務店 ｶﾀﾔﾏｺｳﾑﾃﾝ 小田原市国府津 1883 0465-47-7491 297 ○ 

工作商ジン ｺｳｻｸｼｮｳｼﾞﾝ 小田原市小八幡 2-2-38-503 0465-48-3778 357 ― 

株式会社スギヤマ設備 ｽｷﾞﾔﾏｾﾂﾋﾞ 小田原市鴨宮 137-6 0465-43-9277 397 ○ 

株式会社センナリ ｾﾝﾅﾘ 小田原市鴨宮 893-1 0465-49-0346 422 ○ 

株式会社三共工業 ｻﾝｷｮｳｺｳｷﾞｮｳ 小田原市酒匂 2-38-52 0465-20-8512 447 ― 

  

川

東

北

部 

  

株式会社西山工務店 ﾆｼﾔﾏｺｳﾑﾃﾝ 小田原市飯泉 833-4 0465-48-3848 15 ○ 

株式会社ナカネン ﾅｶﾈﾝ 小田原市曽我原 238 0465-83-6625 31 ○ 

株式会社小田原水道サービスセンター ｵﾀﾞﾜﾗｽｲﾄﾞｳｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 小田原市高田 4010 0465-42-2882 33 ○ 

株式会社杉田設備 ｽｷﾞﾀｾﾂﾋﾞ 小田原市西大友 70-2 0465-36-1677 62 ― 

瀬戸設備 ｾﾄｾﾂﾋﾞ 小田原市曽我原 163 0465-42-0451 87 ○ 

株式会社川西設備 ｶﾜﾆｼｾﾂﾋﾞ 小田原市高田 277 0465-42-4665 102 ○ 

門松設備 ｶﾄﾞﾏﾂｾﾂﾋﾞ 小田原市飯泉 769 0465-47-6516 130 ― 

有限会社中島商会 ﾅｶｼﾞﾏｼｮｳｶｲ 小田原市桑原 182-4 0465-36-0061 161 ― 

株式会社オガワ ｵｶﾞﾜ 小田原市曽我光海 16-3 0465-42-7087 165 ○ 

豊徳設備工業 ﾎｳﾄｸｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市飯泉 100-12 0465-47-7776 232 ― 

有限会社スドウ工営 ｽﾄﾞｳｺｳｴｲ 小田原市鬼柳 799-10 0465-39-2021 277 ○ 

有限会社やまざき住設 ﾔﾏｻﾞｷｼﾞｭｳｾﾂ 小田原市上曽我 777-6 0465-42-5522 284 ○ 

Ｊ・システム株式会社 ｼﾞｪｲｼｽﾃﾑ 小田原市成田 481-1 0465-39-5202 286 ○ 

ケイズ ｹｲｽﾞ 小田原市鬼柳 89-5 0465-38-1552 290 ― 

有限会社深澤商店 ﾌｶｻﾞﾜｼｮｳﾃﾝ 小田原市曽我原 560 0465-42-0915 298 ○ 

サーヴ住設株式会社 ｻｰｳﾞｼﾞｭｳｾﾂ 小田原市桑原 636-3 0465-37-6001 336 ○ 

株式会社クローバー ｸﾛｰﾊﾞｰ 小田原市永塚 431 0465-42-7587 339 ○ 

Ｈiro設備 ﾋﾛｾﾂﾋﾞ 小田原市千代 398-4 0465-42-4698 340 ○ 

※修繕工事対応の欄に○印がある事業者は、宅地内の修繕対応が可能です。（R1.12時点） 
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株式会社髙昇設備工業 ｺｳｼｮｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市千代 572-1 0465-20-8738 344 ○ 

株式会社大相環境サービス ﾀﾞｲｿｳｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ 小田原市飯泉 609-1 0465-45-0811 353 ― 

株式会社五神建設 ｺﾞｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 小田原市延清 208-8 0465-36-9339 369 ― 

有限会社ＦＵＪＩ興業 ﾌｼﾞｺｳｷﾞｮｳ 小田原市西大友 208-10 0465-42-9101 370 ○ 

株式会社エム・ティ・シー山北 ｴﾑﾃｨｼｰﾔﾏｷﾀ 小田原市桑原 411-1 0465-38-0505 387 ― 

株式会社アース設備 ｱｰｽｾﾂﾋﾞ 小田原市飯泉 585-30 0465-45-0821 434  

橘 

有限会社マルシン ﾏﾙｼﾝ 小田原市中村原 161-3 0465-44-3001 225 ― 

英輝総業 ｴｲｺｳｿｳｷﾞｮｳ 小田原市小竹 735-49 0465-43-5012 250 ○ 

株式会社エスワイ ｴｽﾜｲ 小田原市羽根尾 67-1 0465-43-1854 322 ○ 

株式会社サイトウ ｻｲﾄｳ 小田原市上町 487-4 0465-34-4236 341 ― 

                         
※修繕工事対応の欄に○印がある事業者は、宅地内の修繕対応が可能です。（R1.12時点） 


