
市 外 業 者

業者名 所在地 電話番号 業者名 所在地 電話番号 業者名 所在地 電話番号

日東工業㈱ 川崎市高津区千年９７９－１ 044-753-2016 ㈱ヒロズ 愛甲郡愛川町中津２１４８ 046-286-6661 ＣＬＥＡＴＩＯＮ 南足柄市塚原２０１３－２１ 0465-74-6289

積和建設神奈川㈱ 横浜市港北区新羽町８１５ 045-533-5411 ㈱勝栄工業 高座郡寒川町田端１１７７ 0467-74-3733 ㈱塚原設備工業 南足柄市塚原３３６９－１ 0465-74-2236

㈲プロンプト 横浜市青葉区市ヶ尾町１１６９－２８ 045-978-5382 ㈲三笠工業社 厚木市厚木町３－２ 046-221-0821 川瀬興業 南足柄市塚原９２３－４ 0465-72-2718

㈲串田設備 横浜市緑区鴨居町２５４４ 045-935-5345 ㈲ヤマト設備 厚木市愛甲東１－１４－４ 046-228-7018 ㈲桶清工業 南足柄市怒田１３６ 0465-74-0203

㈱三石設備コンサルタント 横浜市青葉区つつじが丘７－１２ 045-981-9971 齋藤設備 厚木市下荻野５６３－１８ 046-242-5465 ㈲石澤設備工業 南足柄市怒田２３３１－１ 0465-74-7435

興栄工業㈱ 横浜市鶴見区獅子ケ谷１－５６－８ 045-573-3434 ㈲関根設備 厚木市三田２－１４－８ 046-241-0351 ㈲大雄設備 南足柄市怒田３１４－１ 0465-73-1369

㈱神奈川保健事業社 横浜市金沢区鳥浜町４－１８ 045-772-1432 ㈱クラシアン 厚木市船子６０２－１ 046-229-4171 三惠総業㈱ 南足柄市怒田５６－１ 0465-73-2365

㈱日建 横浜市保土ヶ谷区上菅田町４１８－１８６ 045-335-3731 ㈲加藤工務店 厚木市中町３－１－７ 046-221-3526 栄真設備工業 南足柄市壗下４７３－７ 0465-20-9952

結工業㈱ 横浜市泉区上飯田町１８１８－１６ 045-392-3942 ライフサービス 伊勢原市桜台５－１－１６－４ 0463-92-7077 ㈱大磯衛生社 中郡大磯町国府新宿４４４－８ 0463-72-2980

㈱川嶋土木 横浜市旭区白根２－７－２４ 045-953-8106 ㈲坂巻設備 伊勢原市沼目２－１０－５ 0463-93-7618 宮代工業所 中郡大磯町大磯１７４６ 0463-61-1318

㈱カナエル 横浜市旭区鶴ヶ峰本町１－３０－２３ 045-954-4745 ㈱丹野設備工業所 伊勢原市上粕屋４４８－１９ 0463-93-0662 ㈲岩田土木管工 中郡大磯町大磯５７-２ 0463-61-7215

矢島工業㈱ 横浜市泉区中田東４－４８－２－３０９ 045-392-6300 ㈱ミツワ設備 伊勢原市東大竹１－１３－１ 0463-91-0999 ㈲フルショウ設備 中郡大磯町虫窪７６１ 0463-71-7886

㈲原岡設備工業 横浜市泉区上飯田町２５０－４ 045-804-7686 豊建設㈱ 伊勢原市東富岡９５９－１０ 0463-94-5419 ㈲佐久間設備 中郡二宮町山西５５８ 0463-71-2696

新生設計 横浜市瀬谷区宮沢２-２９-６ 045-342-9125 ㈱大和設備 藤沢市円行１８７０-２ 0466-44-5744 ㈲武井設備 中郡二宮町松根１６－２７ 0463-71-1592

㈱岩崎水道工事店 横須賀市三春町３－８ 046-823-0908 ㈲ 水屋 藤沢市石川４－１－１４ 0466-87-1207 ㈲栄屋商店 中郡二宮町二宮９０３－３ 0463-71-0100

㈲ 翼工業 茅ヶ崎市南湖３-５-１４ 0467-53-9847 ㈲アクア 藤沢市石川５－３－２１ 0466-86-1277 ㈱二宮設備工業所 中郡二宮町緑が丘１－８－２ 0463-72-0201

㈱ミライ工業 茅ヶ崎市赤羽根２１６５－２ 0467-54-2079 山羽工業㈱ 藤沢市渡内２－２－７ 0466-25-2535 ㈲共和衛生工業 足柄上郡開成町延沢６４２ 0465-82-0030

㈱茅ヶ崎設備工業 茅ヶ崎市みずき２－２１－９ 0467-39-6240 ㈲アサマ工業 平塚市万田６８－２小泉ビル２F 0463-31-7979 ㈲鈴木設備 足柄上郡開成町吉田島１７５５－１０ 0465-83-7900

㈲丸幸商事 茅ヶ崎市柳島海岸１０８９ 0467-83-3467 及川設備 平塚市北豊田９２８－４ 0463-58-3267 ㈲シンコウ設備 足柄上郡開成町吉田島２３９－３ 0465-82-8234

㈱晃真工業 茅ヶ崎市萩園１５９９－１ 0467-87-2335 五菱設備工業㈲ 平塚市片岡１２５０－９ 0463-59-6791 ㈲コーユー 足柄上郡開成町吉田島２６１８ 0465-85-3108

㈱出雲水理管理センター 茅ヶ崎市矢畑７３１-５ 0467-85-9141 ㈲猪俣管工事店 平塚市平塚３－８－６ 0463-32-1546 ㈱西湘設備工業 足柄上郡開成町吉田島４３４１－３ 0465-82-9916

㈱湘南ウォーターワークス 茅ヶ崎市下町屋１-４-２ 0467-26-3350 ㈱新田工務店 平塚市平塚２－４６－１６ 0463-31-1944 ㈱プラマーイチカワ 足柄上郡開成町宮台２０３－５ 0465-83-0342

ツヅキ工業㈱ 茅ヶ崎市旭が丘１－１１ 0467-98-2171 ㈲永田設備 平塚市日向岡１－１－１７ 0463-58-7644 ㈲草柳設備 足柄上郡開成町宮台２１９ 0465-82-6323

㈱総栄 茅ヶ崎市堤１６２８ 0467-84-7781 神奈川山菱設備㈱ 平塚市南原３－７－１ 0463-32-1038 日本総合設備㈱ 足柄上郡山北町岸１９４２－１１ 0465-35-1449

功将　㈱ 秦野市南矢名１７４５－２ 0463-77-1577 新菱設備工業㈲ 平塚市南原２－１５－３２ 0463-32-4624 ㈲大沼設備工業 足柄上郡山北町向原５８５ 0465-76-3833

㈱鈴木工業 秦野市下大槻３０２-３ 0463-76-8722 ㈲ダイコー設備 平塚市南金目１３８８－２ 0463-58-8961 ㈱内藤建設 足柄上郡松田町松田庶子４１７ 0465-82-1815

㈱タムラ 秦野市北矢名４４１－２ 0463-77-1547 サーフ設備 平塚市東真土３－６－７４ 0463-54-4288 ㈲加賀設備工業 足柄上郡松田町松田惣領１３８２ 0465-82-4991

大村設備 秦野市尾尻４５０－１７ 0463-83-3976 関東設備㈲ 平塚市田村４－１９－２０ 0463-55-2896 ㈲平石設備工業 足柄上郡大井町金子１１８８－２ 0465-82-4711

㈲シンセツ 秦野市平沢２３３－１ 0463-83-6636 ㈲大成管工 平塚市追分６－１６ 0463-31-6409 ㈲石澤管工事 足柄上郡大井町金子１５７８－１ 0465-83-4533

㈱吉川設備 秦野市名古木３－３ 0463-81-2447 ㈱相創 平塚市西八幡３－８－１１ 0463-21-2280 ㈱熊谷設備 足柄上郡大井町金子１７６４－１-１０２ 0465-83-3732

㈱アイエス 秦野市西田原４１－３ 0463-82-1446 オガワ設備㈱ 平塚市小鍋島２５３６－２ 0463-55-7663 足柄パイプ清掃社 足柄上郡大井町金手１０６３-９ 0465-83-4396

㈱みどりや 秦野市寿町６－６ 0463-81-0039 ㈲鴨志田工業 平塚市出縄１３５－８ 0463-32-2012 竜馬設備工業 足柄上郡大井町山田６７２－３３ 090-6300-5033

㈱伊藤設備工業 秦野市鶴巻２３２５ 0463-77-2676 ㈲秋山設備 平塚市山下３４０－１ 0463-35-7122 ㈲木村設備工業 足柄上郡大井町上大井９５６ 0465-83-5053

㈲建機サービス 秦野市堀山下１４２４－１ 0463-88-1951 ㈲にし設備 平塚市山下１０８０ 0463-33-3925 開裕設備工業 足柄上郡中井町井ノ口１９９２－４ 0465-81-8470

㈲タイケー設備工業 秦野市堀山下３２８－３ 0463-87-6766 ㈲大野サービス 平塚市根坂間３３１－４ 0463-37-4351 ㈲山本工務店 足柄上郡中井町井ノ口２４３４－２２ 0465-81-2370

明立工業㈱　 秦野市戸川１０９－３ 0463-75-1238 ㈱ギョクシン工業 平塚市根坂間２９３－２ 0463-36-2522 ㈲岩本設備工業 足柄上郡中井町井ノ口２７６４－８ 0465-81-0197

飯沼設備工業㈱ 秦野市戸川１１２４ 0463-75-1772 ㈲三葉商会 平塚市根坂間２６３－１ 0463-36-7130 中井開発㈱ 足柄上郡中井町遠藤１３６ 0465-81-1163

㈱伊東商店 秦野市並木町５－６ 0463-88-1882 ㈱浄化槽管理センター 平塚市中原３－２６－８ 0463-32-8853 米山配管 足柄下郡湯河原町吉浜１０９－１３ 0465-64-0307

㈲アサクマ設備 秦野市渋沢１４１８－２３ 0463-82-6687 ㈱根布工業 平塚市御殿２－１４－２６ 0463-33-5555 ㈲椿建設 足柄下郡湯河原町吉浜２０１３－８４ 0465-63-8031

岩田設備 秦野市弥生町９－２６－１０３ 0463-87-1555 トミタ設備 平塚市御殿１－２７－１０ 0463-32-6001 ㈲ナミフサ設備 足柄下郡湯河原町鍛冶屋３３５－１２ 0465-62-9295

㈲アクア設備 海老名市杉久保北４-３-６-１００３ 046-238-8193 明和管工㈱ 平塚市見附町４６－１６ 0463-32-7267 ㈲和田設備工業 足柄下郡湯河原町鍛冶屋７１６－２ 0465-64-1477

㈲杉崎水道 相模原市緑区城山３－１－２４ 042-782-2377 ㈱相原設備 平塚市下島８４９ 0463-55-5423 サラ設備 足柄下郡湯河原町中央５－５－１５ 0465-43-6056

㈱光賢機構　相模原支店 相模原市緑区長竹２６５９－１ 042-780-8120 ㈱共栄建設 平塚市下吉沢４６８-７ 0463-59-8118 ㈱高畠配管所 足柄下郡箱根町宮城野２１１ 0460-82-2577

㈱アイダ設計 相模原市中央区清新２－５－１２ 042-704-0520 ㈲荒川設備 平塚市岡崎２８９４ 0463-58-8006 ㈲箱根清掃公社 足柄下郡箱根町宮城野９２１－１３ 0460-87-6121

㈱小山商会 相模原市中央区上溝３４７－８ 042-778-1031 ㈲ケイエスジー 平塚市横内２７８７ 0463-54-8285 ㈲サトー設備 足柄下郡箱根町仙石原１２４６ 0460-84-9833

伊佐設備工業㈱ 相模原市中央区田名５９４１－１ 042-810-0723 ㈲渡設備工業 南足柄市岩原６６０－５ 0465-71-0345 ㈲山内管工事 足柄下郡箱根町仙石原１２４６－１０７１ 0460-84-8294

㈲インテグラル 相模原市中央区相模原５－１１－６ 042-786-2016 杉山設備㈲ 南足柄市三竹３１７ 0465-74-7323

㈲トウシン工業 相模原市南区相模大野７－２６－２ 042-743-8676 あしがら環境保全㈱ 南足柄市狩野４８６ 0465-74-0056

㈲杉崎設備工業 高座郡寒川町小谷１５３０ 0467-74-1837 ㈱神成工業 南足柄市狩野６７２ 0465-74-0393

（ 令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 現 在 市 外 業 者 １ ４ ４ 社 ）
小 田 原 市 公 共 下 水 道 排 水 設 備 工 事 指 定 工 事 店 一 覧 　　　　　　　　　　問 い 合 わ せ （小田原市上下水道局給排水業務課排水設備係　 TEL ４１ － １６３１ ）　　

★排水設備に関する御相談と申込みは、指定工事店へ


