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株式会社プレミアアシスト 東京都千代田区麹町２－４－１ 03-5333-0330

株式会社ライフエナジー 東京都千代田区平河町１－６－１５USビル８階 045-511-7905

ホームライフパートナーズ株式会社 東京都中央区日本橋茅場町２－５－６日本橋大江戸ビル４階 03-5738-6565

株式会社グローアス 東京都中央区湊一丁目１２－１１八重洲第七長岡ビル５階 03-6222-5650

株式会社国昇 東京都港区海岸１－２－３汐留芝離宮ビルディング２階 03-5403-6397

株式会社ザイマックス 東京都港区赤坂１－１－１ 03-3596-1416

はるひ建設株式会社 東京都台東区寿１－１－９－９０２ 03-6240-4007

株式会社総和プラント 東京都文京区小日向４－５－１６ﾂｲﾝﾋﾙｽﾞ茗荷谷3階 03-3942-2281

株式会社Ｋ－ＣＯＮＮＥＣＴ 東京都大田区大森東３－７－７レジデンスタカネ３０１ 0120-38-4400

株式会社日光建設 東京都大田区東糀谷４－１１－３－３０４ -

株式会社生活水道センター 東京都大田区池上８－５－２ 03-6746-1818

株式会社イーライフグループ 東京都渋谷区南平台１５－１５南平台今井ビル9階 03-6455-3990

株式会社ライフサポート 東京都三鷹市牟礼５－８－１８信濃ビル 0422-66-2813

シンワプラント有限会社 東京都小金井市中町二丁目５－１９ 042-316-4230

有限会社アイ工業 東京都八王子市下柚木３０－９ 042-674-9735

大川工業 東京都町田市原町田２－３２－１８ 042-722-9690

株式会社Ｎｅｏｘ 東京都町田市金森東４－２１－８ 042-813-8539

株式会社光賢機構 東京都町田市相原町２８２５－２ 042-782-1152

有限会社佐野設備工業 東京都町田市山崎町２０４－５ 042-810-2090

株式会社笠倉工業 神奈川県川崎市幸区紺屋町９ 044-511-4319

日東工業株式会社 神奈川県川崎市高津区千年９７９－１ 044-753-2016

株式会社千年水道工業所 神奈川県川崎市高津区久末１２８８ 044-766-9234

株式会社オリエント冷熱 神奈川県川崎市麻生区片平１８４８－２２ 044-322-9471

株式会社カンパイ 神奈川県横浜市神奈川区三枚町２４８－６ 045-548-8191

株式会社クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜１－２－１ 0120-500-500

積和建設神奈川株式会社 神奈川県横浜市港北区新羽町８１５ 045-533-5411

有限会社アクアライフ 神奈川県横浜市港北区日吉６－１１－１６ 045-562-5743

有限会社アクティブ（神奈川水道サービス） 神奈川県横浜市都筑区荏田東１－１９－２ 045-949-1255

朋栄建設株式会社 神奈川県横浜市都筑区勝田町３８１ 045-472-7898

株式会社リビングプラス 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－３４－３－２０２ 045-511-8777

株式会社カモシダ 神奈川県横浜市都筑区川和町１４４１ 045-931-5321

有限会社串田設備 神奈川県横浜市緑区鴨居町２５４４ 045-935-5345

株式会社三石設備コンサルタント 神奈川県横浜市青葉区つつじヶ丘７－１２ 045-981-9971

興栄興業株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷１－５６－８ 045-573-3434

中央日化サービス株式会社 神奈川県横浜市中区寿町１－３－５ 045-641-7351

エバーリンクス株式会社 神奈川県横浜市中区弥生町２－１７ 045-253-8731

東京ガスエネワーク株式会社 神奈川県横浜市中区花咲町２－６８ 0467-46-4126

双葉工業株式会社 神奈川県横浜市磯子区森３－８－２ 045-751-5654

株式会社神奈川保健事業社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町４－１８ 045-772-1432
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株式会社岩崎水道工事店 神奈川県横須賀市三春町３－８ 046-823-0908

株式会社日建 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町４１８－１８６ 045-227-5421

結工業株式会社 神奈川県横浜市泉区上飯田町1818-16 045-392-3942

株式会社冨士田・総合設備 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町１２８５ 045-372-5325

株式会社ヨコレイ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町６５７ 045-381-4501

株式会社リフレッシュ 神奈川県横浜市旭区市沢町１１４２－１３ 045-370-5255

株式会社カナエル 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町１－３０－２３ 045-954-4745

株式会社ライフ 神奈川県横浜市旭区笹野台６５－１６ 045-367-4172

有限会社みあさ 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１８０－１ 045-391-4738

株式会社テクノス三和 神奈川県大和市渋谷5－１8－1 046-267-6068

有限会社三笠工業社 神奈川県厚木市厚木町３－２ 046-221-0821

有限会社加藤工務店 神奈川県厚木市中町３－１－７ 046-221-3526

有限会社ヤマト設備 神奈川県厚木市愛甲東１－１４－４ 046-228-7018

原島住宅設備株式会社 神奈川県厚木市愛甲８９１ 046-229ｰ0378

株式会社第三設備 神奈川県厚木市長谷３５８－２ 046-210-8333

有限会社杉山商会 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷１７６４ 046-288-3356

齋藤設備 神奈川県厚木市下荻野５６３－１８ 046-242-5465

有限会社エモリ設備工業 神奈川県厚木市棚沢１５７４－５ 046-241-3121

株式会社菅原工業社 神奈川県厚木市三田８１５－１ 046-242-6300

有限会社関根設備 神奈川県厚木市三田２－１４－８ 046-241-0351

株式会社新日本工業 神奈川県厚木市及川２－２０－３７ 046-241-1128

有限会社成瀬管工設備 神奈川県愛甲郡愛川町中津１１７３ 046-285-1366

株式会社ヒロズ 神奈川県愛甲郡愛川町中津２１４８ 046-286-6661

東栄住宅設備株式会社 神奈川県海老名市東柏ケ谷２－１２－４７ 046-232-5570

有限会社アクア設備 神奈川県海老名市杉久保北４－３－６－１００３ 046-238-8193

有限会社湘南工事 神奈川県海老名市門沢橋４－５－３３ 046-238-1857

有限会社サトウコンサルタント 神奈川県厚木市金田７３６ 046-293-9600

神奈川住宅総合株式会社 神奈川県厚木市妻田西２－１４－１８水島貸事務所１階１０２号室 046-240-7961

日本漏水調査修繕センター 神奈川県横浜市戸塚区平戸町１１２０－１レオネクストライクシエル１０５号 080-1013-3339

矢島工業株式会社 神奈川県横浜市泉区中田東４－４８－２－３０９ 045-392-6300

株式会社原岡設備工業 神奈川県横浜市泉区上飯田町２５０－４ 045-804-7686

八起管工株式会社 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南１－２４－１９ 045-369-5397

新生設計 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢２－２９－６ 045-342-9125

栄真設備工業 神奈川県南足柄市壗下４７３－７ 0465-42-4617

小澤設備工業 神奈川県南足柄市壗下１００９－５ 0465-87-9240

石綿設備 神奈川県南足柄市関本８２０－４ 0465-72-0460

三恵総業株式会社 神奈川県南足柄市怒田５６－１ 0465-73-2365

有限会社大雄設備 神奈川県南足柄市怒田３１４－１ 0465-73-1369

有限会社石澤設備工業 神奈川県南足柄市怒田２３３１－１ 0465-74-7435
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川口総合設備 神奈川県南足柄市竹松６１４－２ 050-1551-2766

有限会社渡設備工業 神奈川県南足柄市狩野３６４－１ 0465-71-0345

杉山設備有限会社 神奈川県南足柄市三竹３１７ 0465-74-7323

株式会社塚原設備工業 神奈川県南足柄市塚原３３６９－１ 0465-74-2236

有限会社植松設備工業所 神奈川県南足柄市狩野３６３－１ 0465-74-6591

あしがら環境保全株式会社 神奈川県南足柄市狩野４８６ 0465-72-0121

株式会社神成工業 神奈川県南足柄市狩野６７２ 0465-74-0393

株式会社髙畠配管所 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野２１１ 0460-82-2577

山季建設 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１１６５ 0460-84-9262

有限会社サトー設備 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１２４６ 0460-84-9833

有限会社山内管工事 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原１２４６－１０７１ 0460-84-8294

山羽工業株式会社 神奈川県藤沢市渡内２－２－７ 0466-25-2535

株式会社ミヤサライン 神奈川県藤沢市片瀬１－５－２８ 0466-22-1844

蛭間工業 神奈川県藤沢市鵠沼海岸２－５－６ 0466-35-5579

株式会社エクトル 神奈川県藤沢市辻堂元町１－１－３１－５ 0466-47-8508

株式会社テクノBLUE 神奈川県藤沢市白旗２－１４－１３ 0466-47-6989

ダイサン住設株式会社 神奈川県座間市栗原中央１－３１－２４ 046-298-7570

有限会社杉崎水道 神奈川県相模原市緑区城山３－１－２４ 042-782-2377

株式会社杉田設備 神奈川県相模原市中央区陽光台５－２－１８ 042-757-1015

有限会社ツカサ設備 神奈川県相模原市中央区陽光台６－１１－２４ 042-756-4869

株式会社小山商会 神奈川県相模原市中央区上溝３４７－８ 042-778-1031

大和建設工業株式会社 神奈川県相模原市中央区上溝３－２０－１４－１０１ 042-860-0468

伊佐設備工業 神奈川県相模原市中央区田名５９４１－１ 042-810-0723

株式会社則武地所 神奈川県相模原市中央区田名塩田２－２－１１ 042-711-9652

有限会社トウシン工業 神奈川県相模原市南区相模大野７－２６－２ 042-743-8676

株式会社ヤスムラ 神奈川県南区相模台四丁目２－２３ 042-748-3741

有限会社小糸設備 神奈川県相模原市南区下溝１０３９－６ 042-798-6254

カツミ設備株式会社 神奈川県藤沢市湘南台５－３－２ 0466-42-6770

株式会社大和設備 神奈川県藤沢市円行１８７０－２ 0466-44-5744

有限会社アクア 神奈川県藤沢市石川５－３－２１ 0466-86-1277

有限会社安室設備 神奈川県藤沢市葛原２２８６－１７ 0466-48-2580

有限会社せいわ工業 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根１７８８－２ 0467-54-4198

株式会社ミライ工業 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根２１６５－２ 0467-54-2079

株式会社総栄 神奈川県茅ヶ崎市堤１６２８ 0467-84-7781

ツヅキ工業株式会社 神奈川県茅ヶ崎市旭が丘１－１１ 0467-98-2171

有限会社翼工業 神奈川県茅ヶ崎市南湖３－５－１４ 0467-53-9847

有限会社丸幸商事 神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸１０８９ 0467-83-3467

株式会社晃真工業 神奈川県茅ヶ崎市萩園１５９９－１ 0467-87-2335

株式会社湘南ウォーターワークス 神奈川県茅ヶ崎市下町屋１－４－２ 0467-26-3350
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株式会社茅ヶ崎設備工業 神奈川県茅ヶ崎市みずき２－２１－９ 0467-39-6240

有限会社杉崎設備工業 神奈川県高座郡寒川町小谷１５３０ 0467-74-1837

有限会社相茅設備工業 神奈川県高座郡寒川町宮山２７７１ 0467-74-7000

株式会社勝栄工業 神奈川県高座郡寒川町田端１１７７ 0467-74-3733

有限会社大石ポンプ店 神奈川県高座郡寒川町田端９２９ 0467-74-1835

有限会社ケイエスジー 神奈川県平塚市横内２７８７ 0463-54-8285

株式会社相原設備 神奈川県平塚市下島８４９ 0463-55-5423

オガワ設備株式会社 神奈川県平塚市小鍋島２５３６－２ 0463-55-7663

関東設備有限会社 神奈川県平塚市田村４－１９－２０ 0463-55-2896

成田設備 神奈川県平塚市天沼６－５ 0463-24-2456

株式会社リモクラス 神奈川県平塚市見附町１７－１４ 0463-73-7655

明和管工株式会社 神奈川県平塚市見附町４６－１６ 0463-32-7267

有限会社大成管工 神奈川県平塚市追分６－１６ 0463-31-6409

有限会社猪俣管工事店 神奈川県平塚市平塚３－８－６ 0463-32-1546

アップライズ設備 神奈川県平塚市平塚４－１０－３ 0463-63-1830

有限会社湘南エレテック 神奈川県平塚市平塚４－２８－１１ 0463-33-0067

有限会社飛龍総合建設 神奈川県平塚市中里３６－６２ 0463-50-3199

トミタ設備 神奈川県平塚市御殿１－２７－１０ 0463-32-6001

株式会社根布工業 神奈川県平塚市御殿２－１４－２６ 0463-33-5555

新菱設備工業有限会社 神奈川県平塚市南原２－１５－３２ 0463-32-4624

神奈川山菱設備株式会社 神奈川県平塚市南原３－７－１ 0463-32-1038

株式会社相創 神奈川県平塚市西八幡３－８－１１ 0463-21-2280

扶桑工業株式会社 神奈川県平塚市中原３－１９－２７ 0463-32-3200

株式会社浄化槽管理センター 神奈川県平塚市中原３－２６－８ 0463-31-4777

株式会社吉徳 神奈川県平塚市東中原１－１４－１ 0463-33-3320

有限会社丸栄設備 神奈川県平塚市東中原２－１－１７ 0463-33-5399

及川設備 神奈川県平塚市北豊田９２８－４ 0463-58-3267

株式会社ジェイエーアメニティハウス 神奈川県平塚市八重咲町３－３ 046-220-1240

湘南工業 神奈川県平塚市徳延５４１－３４ 0463-73-8087

神奈中工業株式会社 神奈川県平塚市河内４４４－２ 0463-31-1821

有限会社三葉商会 神奈川県平塚市根坂間２６３－１ 0463-36-7130

有限会社大野サービス 神奈川県平塚市根坂間３３１－４ 0463-37-4351

有限会社永田設備 神奈川県平塚市日向岡１－１－１７ 0463-58-7644

有限会社ジェイクラフト 神奈川県平塚市公所２１１－４ 0463-59-2062

株式会社ギョクシン工業 神奈川県平塚市根坂間２９３－２ 0463-36-2522

有限会社秋山設備 神奈川県平塚市山下３４０－１ 0463-35-7122

有限会社にし設備 神奈川県平塚市山下１０８０ 0463-33-3925

有限会社アサマ工業 神奈川県平塚市万田６８－２ 小泉ビル2階2Ｆ号室 0463-31-7979

小島電気 神奈川県平塚市万田９５０－２ 0463-33-2899
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有限会社鴨志田工業 神奈川県平塚市出縄１３５－８ 0463-32-2012

有限会社岩田土木管工 神奈川県中郡大磯町大磯５７－２ 0463-61-7215

宮代工業所 神奈川県中郡大磯町大磯１７４６ 0463-61-1318

有限会社丸徳住設 神奈川県中郡大磯町大磯２１３５ 0463-61-5755

第一設備 神奈川県中郡大磯町東小磯６３５－５ 0463-61-6838

功将株式会社 神奈川県秦野市南矢名１７４５－２ 0463-77-1577

株式会社鈴木工業 神奈川県秦野市下大槻３０２－３ 0463-76-8722

株式会社タムラ 神奈川県秦野市北矢名４４１－２ 0463-77-1547

株式会社伊藤設備工業 神奈川県秦野市鶴巻２３２５ 0463-77-2676

大村設備 神奈川県秦野市尾尻４５０－１７ 0463-83-3976

有限会社シンセツ 神奈川県秦野市平沢２３３－１ 0463-83-6636

株式会社水野建設 神奈川県秦野市平沢３１９－５ 0463-82-1604

ぱっキング 神奈川県秦野市平沢７０４－９ 0463-84-3699

株式会社吉川設備 神奈川県秦野市名古木３－３ 0463-81-2447

株式会社アイエス 神奈川県秦野市西田原４１－３ 0463-82-1446

株式会社みどりや 神奈川県秦野市寿町６－６ 0463-81-0039

株式会社設衛研究センター 神奈川県秦野市鈴張町１－１３ 0463-83-1521

竜馬設備工業 神奈川県足柄上郡大井町山田６７２－３３ 090-6300-5033

有限会社木村設備工業 神奈川県足柄上郡大井町上大井９５６ 0465-83-5053

有限会社芙蓉 神奈川県足柄上郡大井町西大井２０－６ 0465-46-9742

株式会社熊谷設備 神奈川県足柄上郡大井町金子１７６４-１横山モカール１０２号 0465-83-3732

有限会社平石設備工業 神奈川県足柄上郡大井町金子１１８８－２ 0465-82-4711

有限会社石澤管工事 神奈川県足柄上郡大井町金子１５７８－１ 0465-83-4533

足柄パイプ清掃社 神奈川県足柄上郡大井町金手１０６３－９ 0465-83-4396

有限会社シンコウ設備 神奈川県足柄上郡開成町吉田島２３９－３ 0465-82-8234

有限会社鈴木設備 神奈川県足柄上郡開成町吉田島１７５５－１０ 0465-83-7900

有限会社コーユー 神奈川県足柄上郡開成町吉田島２６１８ 0465-85-3108

株式会社西湘設備工業 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４３４１－３ 0465-82-9916

株式会社プラマーイチカワ 神奈川県足柄上郡開成町宮台２０３－５ 0465-83-0342

有限会社草柳設備 神奈川県足柄上郡開成町宮台２１９ 0465-82-6323

有限会社大沼設備工業 神奈川県足柄上郡山北町向原５８５ 0465-76-3833

みらい設備 神奈川県足柄上郡山北町山北２０３２ 0465-79-0006

有限会社フルショウ設備 神奈川県中郡大磯町虫窪７６１ 0463-71-7886

株式会社大磯衛生社 神奈川県中郡大磯町国府新宿４４４－８ 0463-72-2980

有限会社武井設備 神奈川県中郡二宮町松根１６－２７ 0463-71-1592

有限会社栄屋商店 神奈川県中郡二宮町二宮９０３－３ 0463-71-0100

有限会社佐久間設備 神奈川県中郡二宮町山西５５８ 0463-71-2696

株式会社二宮設備工業所 神奈川県中郡二宮町緑が丘１－８－２ 0463-72-0201

中井開発株式会社 神奈川県足柄上郡中井町遠藤１３６ 0465-81-1163

5



事業者名 所在地 電話番号

小田原市指定給水装置工事事業者一覧表（小田原市外）2022年3月31日現在

開裕設備工業 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１９９２－４ 0465-81-8470

株式会社山本工務店 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２７６１－15 0465-81-2370

有限会社岩本設備工業 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２７６４－８ 0465-81-0197

有限会社西村組 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴４８３－５ 0465-68-0415

有限会社ベルテックス 神奈川県足柄下郡真鶴町岩９１０－８ 0465-46-0393

サラ設備 神奈川県足柄下郡湯河原町中央５－５－１５ 0465-43-6056

株式会社イタクラ 神奈川県足柄下郡湯河原町門川３１－２ 0465-63-3562

吉浜エンジニアリング株式会社 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥３－２－１１ 0465-60-0663

米山配管 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１０９－１３ 0465-64-0307

有限会社椿建設 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜２０１３－８４ 0465-63-8031

有限会社ナミフサ設備 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋３３５－１２ 0465-62-9295

有限会社北川設備工業 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋５７７－１ 0465-63-8356

有限会社和田設備工業 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋７１６－２ 0465-64-1477

杉山管工株式会社 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上８２－７ 0465-62-3175

豊建設株式会社 神奈川県伊勢原市東富岡９５９－１０ 0463-94-5419

有限会社フジ管工設備 神奈川県伊勢原市日向１１５５ 0463-93-5284

有限会社坂巻設備 神奈川県伊勢原市沼目２－１０－５ 0463-93-7618

ライフサービス 神奈川県伊勢原市桜台５－１－１６－４ 0463-92-7077

株式会社ミツワ設備 神奈川県伊勢原市東大竹１－１３－１ 0463-91-0999

有限会社田村設備 神奈川県伊勢原市笠窪２９２－４ 0463-93-4517

株式会社丹野設備工業所 神奈川県伊勢原市上粕屋４４８－１９ 0463-93-0662

有限会社ダイコー設備 神奈川県平塚市南金目１３８８－２ 0463-58-8961

有限会社荒川設備 神奈川県平塚市岡崎２８９４ 0463-58-8006

五菱設備工業有限会社 神奈川県平塚市片岡１２５０－９ 0463-59-6791

有限会社建機サービス 神奈川県秦野市堀山下１４２４－１ 0463-88-1951

有限会社タイケー設備工業 神奈川県秦野市堀山下３２８－３ 0463-87-6766

有限会社エッチアイ設備 神奈川県秦野市横野４８１－１ 0463-75-3744

岩田設備 神奈川県秦野市弥生町９－２６メゾンサンライトⅢ103号室 0463-87-1555

株式会社伊東商店 神奈川県秦野市並木町５－６ 0463-88-1882

有限会社アサクマ設備 神奈川県秦野市渋沢１４１８－２３ 0463-82-6687

株式会社ミヤビ 神奈川県秦野市萩が丘４－１０ 0463-72-7778

明立工業株式会社 神奈川県秦野市戸川２０７９－１ 0463-75-1238 

有限会社恵設備社 神奈川県秦野市八沢６１６－１ 0463-89-1180

株式会社アイダ設計 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２８６ 048-726-8613

株式会社アクアテック 山梨県巨摩郡昭和町河西１１１５ 055-275-0900

有限会社アズマ設備 静岡県沼津市新沢田町１３－１０ 055-923-3853

株式会社ネクスト設備 静岡県沼津市中沢田４７３－４ 055-921-4051

中外電気工業株式会社 静岡県駿東郡小山町藤曲６６－３ 0550-76-1311

有限会社會澤工業 静岡県駿東郡小山町竹之下２８５４－４ 0550-76-0050
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株式会社三ツ星工業 静岡県熱海市上宿町９－１５ 0557-81-8211

愛和工業有限会社 静岡県伊東市宇佐美９６２ 0557-47-7775

株式会社アクアプラス 静岡県静岡市葵区春日２－３－２１ 054-652-2190

株式会社アズクリエイティブ 愛知県名古屋市千種区内山３-３１-２０今池ＮＭビル４階 052-734-3682

株式会社イースマイル 大阪府大阪市浪速区敷津東３－７－１０イースマイルビル 06-6631-7449

株式会社ハウスラボ 大阪府大阪市浪速区大国２－１－６ 06-6648-9898

テラルテクノサービス株式会社 広島県福山市御幸町大字森脇２３０ 03-3818-7762

株式会社アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀８－８第１ウエノヤビル６F 082-502-6639

水道修理センター 山口県下関市富任町１－１－９ 0120-555-390
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