市内業者

小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店一覧

★排水設備に関する御相談と申込みは、指定工事店へ
（令和３年４月１日現在市内業者９３社)
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維持

所

在

地

電話番号

○ ㈲アクア

小田原市扇町１－２８－３２ 0465-35-0081

㈲瀬戸造園

小田原市栢山８６２－９

0465-36-9607

㈱ケイ・エス・アール

小田原市飯泉７６９

0465-47-6516

◎ フロンティア１㈱

小田原市寿町１－１－１２

0465-35-2038

植木水道工業㈱

小田原市堀之内８７－１

0465-36-0668

㈱西山工務店

小田原市飯泉８３３－４

0465-48-3848

㈲扇設備工業

小田原市寿町３－３－１３

0465-34-2489

㈱若尾管工

小田原市堀之内３１５

0465-37-3366

神谷建設㈱

小田原市鴨宮１４

0465-47-2230

大野興業㈱

小田原市寿町３－４－２６

0465-35-1211

㈱スポーツプラザ報徳

小田原市堀之内４５８

0465-37-4600

スギヤマ設備

小田原市鴨宮１３７－６

0465-43-9277

㈱塚本工務店

小田原市寿町４－２２－５

0465-34-3519

○ ㈲西湘プラミング

小田原市堀之内３９－２

0465-37-9042

㈲丸三設備工業

小田原市鴨宮１６３

0465-48-7396

◎ 山源建設㈱

小田原市栄町２－９－２０

0465-24-2710

○ ㈱中央工業

小田原市曽比１８５９

0465-36-4435

㈱センナリ

小田原市鴨宮８９３－１

0465-49-0346

㈱丸江

小田原市栄町２－１３－６

0465-22-6116

㈲平井興建

小田原市曽比１８６９－８

0465-36-6089

㈲神谷機材

小田原市鴨宮８９９

0465-47-4417

加藤建設㈱

小田原市栄町４－１０－２４ 0465-24-6699

○ アキ一設備

小田原市曽比２４４０－１

0465-36-7769

高橋設備工業

小田原市南鴨宮２－１９－２０ 0465-47-0282

㈱JRC

小田原市栄町２－１２－４５ 0465-24-1313

㈲小林建設

小田原市曽比１８６２

0465-36-0119

川東建設㈲

小田原市中里４２

0465-42-3031

マルコウ設備

小田原市東町５－３－４１－１0465-20-7456

稲城住設㈱

小田原市曽比１８６０－１０１ 0465-38-1205

出雲浄水㈱

小田原市中里２０３－２

0465-42-4720

光南管工業㈲

小田原市本町１－５－３３

0465-22-8916

㈱三共工業

小田原市酒匂２－３８－５２ 0465-20-8512 ○ ㈱リクオー

小田原市中里２９２

0465-48-5009

柳下住宅設備㈲

小田原市本町２－４－６

0465-24-2641

譲原建設㈱

小田原市小八幡３－１２－２３ 0465-47-3151

小田原市小竹７３５－４９

0465-43-5012

鏑木建設㈱

小田原市本町４－２－１８

0465-22-3468

プロットＫ

小田原市小八幡４－１－６

0465-35-8334

㈲マルシン

小田原市中村原１６１－３

0465-44-3001

佐野ボーリング

小田原市本町５－５－５３

0465-24-1375

㈲片山工務店

小田原市国府津１８８３

0465-47-7491 ○ 仲川工務店

小田原市中村原４００－１

0465-43-1611

㈱朝倉風呂

小田原市南町２－１－８

0465-22-2103

◎ 朝日配管㈱

小田原市中村原７０８

0465-20-7998

小田原市南町３－１０－３６ 0465-24-1242

三光興業㈲

小田原市田島１３５

0465-48-6116 ◎ ㈱エスワイ

小田原市羽根尾６７－１

0465-43-1854

㈱中津工業

小田原市城山１－１７－３

0465-34-0379

㈲川村設備

小田原市田島２０９－１１

0465-48-9164

小田原市上町４８７－４

0465-34-4236

㈲菊原建設

小田原市南板橋２－２５０－２ 0465-22-0819

㈲小島商事

小田原市田島６４３－１

0465-42-0342

㈱加藤組

小田原市早川４５４

㈱川西設備

小田原市高田２７７

0465-42-4665

小田原市早川３－１７－１８ 0465-22-4983

Hiro設備

小田原市千代３９８－４

0465-42-4698

小田原市久野４６９

0465-34-6816

建昇㈱

小田原市千代２４９－１６

0465-20-9015

◎ ㈱熊沢工務店

小田原市久野２３１９

0465-34-2511

㈱高昇設備工業

小田原市千代５７２－１

0465-20-8738

㈲西湘テクノ

小田原市久野２９３３

0465-35-3222

(合)ケイズ

小田原市鬼柳８９－５

0465-38-1552

㈲日向設備工業

小田原市久野３４５９－４

0465-34-4592

○ ㈲スドウ工営

小田原市鬼柳７９９－１０

0465-39-2021

㈱優栄設備

小田原市久野３６５８－３０ 0465-32-1448

㈱クローバー

小田原市永塚４３１

0465-42-7587

㈲彌中工業

小田原市穴部３９８－６

0465-30-1232

㈱杉田設備

小田原市西大友７０－２

0465-36-1677

㈱エフテクノス

小田原市北ノ窪２５７－５

0465-66-5115

㈲ＦＵＪＩ興業

小田原市西大友２０８－１０ 0465-42-9101

司建設㈱

小田原市北ノ窪４５２

0465-32-3232

タシロ総合設備㈱

小田原市飯田岡１０７

0465-36-7219

小田原市飯田岡５７７

0465-34-9749

㈲マルカ設備

小田原市飯田岡３３５－１

0465-36-0793

誠 真

小田原市蓮正寺２３７

○ 花形施工

◎ ㈲三建設備
三栄管工業㈱

0465-23-4171

小田原市曽我原１６３

0465-42-0451

㈱ナカネン

小田原市曽我原２３８

0465-42-0458

◎ ㈲深澤商店

小田原市曽我原５６０

0465-42-0915

㈲やまざき住設

小田原市上曽我７７７－６

0465-42-5522

0465-46-7382

㈱オガワ

小田原市曽我光海１６－３

0465-42-7087

◎ 雅 雲

小田原市蓮正寺４７０－７５ 080-2343-5657

杉崎管工

小田原市成田１６８－１８

0465-36-2883

○ ㈲内木水道工業

小田原市蓮正寺９４６

0465-36-3412

㈲中島商会

小田原市桑原１８２－４

0465-36-0061

㈱ニッテク

小田原市蓮正寺７７４－１

0465-36-1761

㈱エム・ティ・シー山北

小田原市桑原４１１－１

0465-38-0505

アソー熱工業㈱

小田原市中曽根３１－１２

0465-36-7830

小田原市桑原６３６－３

0465-37-6001

㈲村山設備工業

小田原市中曽根５２－１

0465-38-0691

アース設備

小田原市飯泉５８５－３０

0465-45-0821

松浦建設㈱

小田原市新屋８２－１

0465-36-2701

㈱大相環境サービス

小田原市飯泉６０９－１

0465-45-0811

◎ ㈲下里住設店

◎ 瀬戸設備

小田原市国府津３－１０－１ 0465-47-2338

○ サーヴ住設㈱

※「維持」の欄については、排水管のつまり等の修理にも対応可能な工事店に○印をしています。また、◎印は年末年始にも対応可能な工事店です。

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 ）

○ 英輝総業

扶桑建設㈱
㈱サイトウ

