
管工事業協同組合　電話0467-22-1902
0467-22-4131

鎌倉市下水道指定工事店一覧表

工事は直接、工事店へお申し込みください。 令和３年(2021年)年９月１日現在
工事店名 工事店所在地 電話

株式会社　鎌倉日本土木 鎌倉市十二所659 0467-22-5123

Ｏｃｈｏｇａｔｏ　オチョ・ガト 鎌倉市浄明寺1-9-23 0467-67-5434

加藤設備 鎌倉市雪ノ下3-1-30 0467-22-4334

大倉設備工業　株式会社 鎌倉市雪ノ下5-1-5 0467-24-3322

鎌倉土建　株式会社 鎌倉市大町1-4-15 0467-22-7135

株式会社　神中運輸 鎌倉市大町4-1-35 0467-22-2205

有限会社　岩沢設備 鎌倉市材木座6-13-27 0467-22-8830

有限会社　尾形管工事店 鎌倉市笹目町3-1 0467-23-0969

株式会社　金沢商会 鎌倉市長谷1-11-14 0467-22-1070

有限会社　原管工 鎌倉市長谷2-21-5 0467-22-1014

有限会社  竹内工務所 鎌倉市腰越5-11-10 0467-31-7969

株式会社　昴 鎌倉市津688-3 0120-032-395

シュンメイ 鎌倉市津西1-28-32 0467-33-0650

有限会社  協伸設備工業 鎌倉市寺分1-25-7 0467-44-3372

湘南液化ガス　株式会社 鎌倉市上町屋572-1 0467-43-1811

山内建設　株式会社 鎌倉市上町屋794-1 0467-44-5718

有限会社　坂井工業 鎌倉市笛田2-13-2 0467-32-1338

有限会社  五葉工業 鎌倉市笛田3-2-22 0467-33-0297

菅原水熱　株式会社 鎌倉市笛田6-14-7 0467-31-9203

ニューエドヤ 鎌倉市鎌倉山3-17-25 0467-31-3001

有限会社　阿部設備工業 鎌倉市台3-3-5 0467-46-6732

有限会社　アゼハラ設備 鎌倉市台4-4-28 0467-43-6328

有限会社　若林設備 鎌倉市大船1226 0467-46-6552

東京ガスエネワーク　株式会社　岩瀬事業所 鎌倉市岩瀬694 0467-42-0150

大村住設 鎌倉市岩瀬790-1 0467-47-4007

吉田建設工業 鎌倉市岩瀬1493 0467-46-6262

株式会社　加藤工務店 鎌倉市岡本2-19-17 0467-46-2021

有限会社　吉川工務店 鎌倉市玉縄1-9-7 ﾊｲﾑ小川101 0467-43-6721

有限会社　鬼塚建設 鎌倉市城廻360 0467-44-3095

株式会社  都実業 鎌倉市城廻640-3 0467-47-8890

有限会社　吉田設備設計 鎌倉市関谷653-1-501 0467-44-5740

株式会社　丸山設備工業 鎌倉市関谷1140-15 0467-43-5030

株式会社　ＷＡＫＩＴＡ 鎌倉市今泉3-1-11 0467-67-8773

有限会社　青木商会 鎌倉市今泉3-11-5 0467-46-1055

ウォーターワークス 鎌倉市今泉台4-10-10 0467-48-4195

成穣設備 鎌倉市今泉台5-7-1 0467-42-5003

株式会社　スイコウ 横浜市青葉区奈良町2533-14 045-962-9013

株式会社　三石設備コンサルタント 横浜支店 横浜市青葉区つつじが丘7-12 045-981-9971

株式会社　川嶋土木 横浜市旭区白根2-7-24 045-953-8106

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

株式会社　神奈川管工 横浜市旭区鶴ケ峰2-27-2　1階 045-373-3939

有限会社　こじま設備 横浜市旭区今宿西町373-8 045-951-5113

有限会社　ランド・ワークス 横浜市旭区今川町40-1 045-367-1337

有限会社　山本設備工業 横浜市旭区川井本町16-6 045-954-1086

東光建設　株式会社 横浜市旭区東希望が丘189 045-391-2221

有限会社 増田設備 横浜市旭区桐が作1603-5 045-442-6583

株式会社  モリヤ総合設備 横浜市泉区緑園2-9-4 045-813-0123

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

株式会社　ニッセツ 横浜市泉区中田西1-21-5 045-802-9201

長瀬管工事　有限会社 横浜市泉区中田西4-21-7 045-804-2121

株式会社　ムラサキ設備 横浜市泉区中田西4-31-19 045-802-2761

株式会社　サクラ設備 横浜市泉区和泉町18-1 045-802-2730

株式会社  吾妻工業 横浜市泉区和泉町4861-1 045-801-3887

金子産商　株式会社 横浜市泉区和泉町5952 045-802-8346

有限会社  麻生商会 横浜市泉区和泉町6247-5 045-804-3021

株式会社　エムズジャパン 横浜市泉区和泉町6616-3 045-435-5333
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有限会社　Motomi 横浜市泉区下飯田町596 045-308-3260

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

結工業　株式会社 横浜市泉区上飯田町1818-16 045-392-3942

有限会社　米山設備 横浜市泉区上飯田町3811-5 045-801-4868

Ａ・Ｔ・Ａ興業 横浜市泉区和泉中央南5-3-22 045-805-4144

株式会社  和興業 横浜市泉区和泉中央南5-3-25 045-805-1911

株式会社　松浦設備 横浜市磯子区岡村3-11-32 MATSUURA BLDG 045-754-5451

有限会社　SAIN 横浜市磯子区田中1-26-4 045-352-7896

有限会社　キムラ総合設備 横浜市神奈川区松見町1-32-4 045-431-0951

有限会社　杉田設備工事 横浜市神奈川区神大寺3-3-8 045-491-3019

株式会社　サンユウ 横浜市神奈川区六角橋2-16-7 ﾛｰｽﾞｸｫｰﾂ1階 045-620-0916

株式会社  京浜設備工業所　 横浜市神奈川区上反町2-26-15 045-321-3192

有限会社  総合設備サービス 横浜市神奈川区松本町3-25-15 045-324-5456

株式会社　丸舗建設 横浜市神奈川区羽沢町1222 045-382-1319

さくら設備工業　株式会社 横浜市神奈川区菅田町923 045-470-3331

株式会社　リウォータ 横浜市神奈川区菅田町985-37 045-548-8803

有限会社　落合水道設備 横浜市神奈川区菅田町1712-2 045-471-8692

株式会社　辰エンタープライズ 横浜市神奈川区片倉2-16-42 045-488-4822

株式会社　近藤水道 横浜市神奈川区片倉2-36-19 045-481-4566

株式会社  神奈川保健事業社 横浜市金沢区鳥浜町4-18 045-772-1432

株式会社　中央興業 横浜市金沢区福浦2-17-18 045-374-6437

Cyclone＆Co． 横浜市金沢区並木1-3-2-207 090-2911-7848

株式会社　金子産商湘南 横浜市金沢区東朝比奈3-16-2 045-781-5707

鈴木総合事務所 横浜市金沢区東朝比奈3-16-C-310 045-315-2725

高田管設　株式会社 横浜市金沢区富岡東5-12-23 045-771-6200

有限会社　ホソイ 横浜市港南区芹が谷1-31-13 045-821-2510

有限会社　矢部設備 横浜市港南区芹が谷2-20-32 045-823-5549

有限会社　オハラ設備工業 横浜市港南区上永谷5-23-40 045-843-9420

矢崎設備工業　株式会社 横浜市港南区下永谷5-7-30 045-821-2822

株式会社　エース産業 横浜市港南区日野中央3-1-1 045-349-4156

三共住販　株式会社 横浜市港南区港南台1-10-2 川之上ﾋﾞﾙ壱番館2階 045-832-8181

永光建設　株式会社 横浜市港北区大豆戸町477 045-431-1471

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

東京ｶﾞｽ横浜中央エネルギー　株式会社　設備本部 横浜市港北区新吉田東8-52-8 045-540-2846

株式会社  大船住研 横浜市栄区小菅ケ谷2-43-13 045-893-3699

谷口設備　株式会社 横浜市栄区公田町1638-33 045-891-6411

株式会社　進友建設 横浜市栄区長倉町2-17-2 045-515-2030

有限会社　伊東工業 横浜市栄区桂台東3-6 045-355-0208

有限会社　トーショー 横浜市瀬谷区竹村町11-17 045-301-3549

オカモト総合設備　株式会社 横浜市瀬谷区竹村町19-3 045-302-7115

三起　株式会社 横浜市瀬谷区上瀬谷町32-2 045-921-2972

有限会社　福館設備工業所 横浜市瀬谷区本郷3-9-1 045-301-2706

新生設計 横浜市瀬谷区二ツ橋町210-1 米山ﾋﾞﾙ201 045-342-9125

アクアテック　株式会社 横浜市瀬谷区阿久和東2-5-18 045-364-6392

株式会社  日生設備 横浜市瀬谷区阿久和東4-23-7 045-362-2360

有限会社  佐野工業所 横浜市瀬谷区阿久和西1-11-8 045-361-0778

株式会社  オサダ管工 横浜市瀬谷区阿久和西4-32-2 045-391-1224

有限会社  楡井住設商会 横浜市瀬谷区阿久和南2-11-15 045-361-9756

アクアシステムズ大設合同会社  瀬谷営業所 横浜市瀬谷区阿久和南4-3-14 1階 045-489-3204

志水工業　株式会社 横浜市瀬谷区瀬谷2-43-11 045-301-5885

有限会社  サンコー設備 横浜市瀬谷区南台1-8-1 045-303-5534

有限会社　ハマ工業 横浜市瀬谷区南瀬谷1-57-13 045-304-3780

ホクヨー住宅設備　株式会社 横浜市瀬谷区南瀬谷1-81-17 045-302-6027

有限会社　藤原水道 横浜市都筑区早渕3-38-3 045-592-0496

株式会社　カモシダ 横浜市都筑区川和町1441 045-931-5321

有限会社　池田設備 横浜市鶴見区駒岡3-35-6 045-581-1030
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興栄工業　株式会社 横浜市鶴見区獅子ケ谷1-56-8 045-573-3434

株式会社　松下設備 横浜市鶴見区北寺尾7-13-17 045-572-1383

有限会社　斎藤設備工業所 横浜市鶴見区東寺尾1-7-15 045-572-0026

株式会社  信友建設 横浜市戸塚区鳥が丘12-1 045-860-2615

株式会社　金子工業所 横浜市戸塚区矢部町939 045-881-3101

ともえ設備 横浜市戸塚区戸塚町4577 090-2537-2579

株式会社　昭和工業 横浜市戸塚区戸塚町4668 045-881-3636

小雀建設　株式会社 横浜市戸塚区小雀町129-3 045-851-3646

エスケイ工業　有限会社 横浜市戸塚区品濃町1077 045-829-4151

株式会社　ＭＫ設備設計 横浜市戸塚区川上町87-1 ｳｴﾙｽﾄﾝ1ﾋﾞﾙ6F 045-392-6574

株式会社　航晴社 横浜市戸塚区名瀬町2170 045-811-8666

東洋水工　株式会社 横浜市戸塚区名瀬町2222-1 045-812-0099

有限会社　恩田工業 横浜市戸塚区上矢部町2120-15 045-813-2980

池田設備工業 横浜市戸塚区原宿4-51-14 045-852-5544

五代工業　株式会社 横浜市戸塚区東俣野町1031-1 045-852-5731

マコト設備工業　株式会社 横浜市戸塚区深谷町677-95 045-853-3671

英工業　株式会社 横浜市戸塚区深谷町743-9 045-851-8900

有限会社　信設計事務所 横浜市戸塚区深谷町1252-13 ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ3-210 045-852-6678

株式会社　矢野住設 横浜市戸塚区深谷町1881 045-854-2535

株式会社　湘南建設 横浜市西区浜松町12-27 YTﾋﾞﾙ 045-315-5544

株式会社　日建 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ15階-1504区 045-227-5421

三豊エンジニヤリング　株式会社 横浜市保土ケ谷区狩場町169-125 045-712-7771

ケイ・エス・ケイ　株式会社 横浜市保土ケ谷区狩場町295 045-712-5411

東西工業　株式会社 横浜市保土ケ谷区法泉2-25-18 045-351-1031

株式会社　平設備 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘1-10-12 045-352-5481

株式会社　スイシン 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘1-36-23 045-351-2206

株式会社　田辺水道工務店 横浜市保土ケ谷区仏向西17-14 045-333-1727

有限会社　皆川興業 横浜市保土ヶ谷区常盤台61-55 皆川興業ﾋﾞﾙ2階 045-339-6288

株式会社　ウエダ設備 横浜市緑区鴨居3-43-3 045-934-0811

株式会社　アクアテック 横浜市緑区鴨居7-1-25 ｱｸｱﾃｯｸﾋﾞﾙ 045-933-5002

有限会社　共伸設備 横浜市緑区三保町2461-7 045-934-6680

羽倉設計事務所 横浜市緑区新治町466-1-206 080-9868-2759

有限会社　日本配管サービス 横浜市緑区新治町474-1 ﾗﾄｩｰﾙ104号 045-938-8098

株式会社　おの上工業 横浜市緑区中山6-2-40 045-935-0727

正興住建　株式会社　神奈川支店 横浜市緑区北八朔町1731 045-934-2277

有限会社　ユニオン設備工業 横浜市緑区十日市場町2472 045-988-1460

株式会社　モリコーポレーション 横浜市南区共進町2-40 045-743-4007

株式会社　漸進 横浜市南区西中町2-36 045-325-8355

株式会社　モリ土木 横浜市南区宿町2-50 045-741-1010

有限会社　一由設備 横浜市南区井土ケ谷上町21-11 045-711-4370

神中工業　株式会社 横浜市南区井土ケ谷下町18 045-711-1463

株式会社　日本工業所 横浜市南区六ッ川2-10-13 045-711-2455

株式会社　サン工営 川崎市麻生区王禅寺西3-1-3 044-954-1901

大同産業　株式会社 川崎市幸区下平間280　ﾗ･ｶﾞｲｱ3F 044-544-5185

株式会社　協和日成　神奈川支店 川崎市高津区末長4-7-8 044-829-3316

有限会社　渡辺工業 川崎市高津区上作延906-20 044-856-6461

株式会社　真和建設 川崎市多摩区菅仙谷1-6-2 044-944-6447

友ウォーター 川崎市多摩区登戸388-5 044-900-3667

有限会社　タカハシ設備工業 川崎市宮前区西野川3-12-13 044-755-4448

株式会社　森住興業 相模原市緑区川尻4149-4 042-782-8666

有限会社　杉崎水道 相模原市緑区城山3-1-24 042-782-2377

ノアル総合設備　株式会社 相模原市緑区下九沢1558ｰ85 042-715-5507

森崎工業　株式会社　相模原支店 相模原市緑区二本松4-22-26 042-771-5231

有限会社　田中設備企画 相模原市緑区二本松4-25-3 042-703-7330

株式会社　エーピーエス　相模原支店 相模原市緑区橋本1-2-17 ﾒｿﾞﾝさがみ202号 042-703-8961

有限会社　加藤設備 相模原市緑区東橋本4-11-17 042-770-0012
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有限会社　イワマ設備 相模原市緑区根小屋2573-9 042-780-1334

株式会社　光賢機構　相模原支店 相模原市緑区長竹2659-1 042-780-8120

エンリッチ　株式会社 相模原市緑区長竹3008-1 042-780-8115

株式会社　アイダ設計 相模原市中央区清新2-5-9 050-3173-2417

株式会社　杉本設備 相模原市中央区青葉1-13-18 042-752-9336

株式会社　アサヒ設備 相模原市中央区矢部3-8-13 042-754-5310

株式会社　ワクロス 相模原市中央区鹿沼台2-18-7 042-758-3785

株式会社　小山商会 相模原市中央区上溝347-8 042-778-1031

八千代水道　株式会社 相模原市中央区田名3846-1 042-762-2490

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

有限会社　松大設備 相模原市南区南台1-9-29 042-749-1366

株式会社　Lgo 相模原市南区相武台1-15-9 RARA相武台103 046-289-2546

株式会社　小池設備 相模原市南区西大沼1-18-2 042-754-8181

株式会社　建新 横須賀市小川町26-9 046-827-6485

有限会社　興亜工業 横須賀市安浦町2-11-15-105 046-828-7222

株式会社　ＹＲＡ 横須賀市安浦町2-23-5 046-876-5590

株式会社  岩﨑水道工事店 横須賀市三春町3-8 046-823-0908

後藤設備　有限会社 横須賀市公郷町6-20 046-852-4697

株式会社　大神 横須賀市大矢部2-9-20 046-835-3000

株式会社　米持工業 横須賀市大矢部2-11-19 046-836-3780

株式会社　山川建設 横須賀市大矢部3-13-15 046-854-9977

大榮住設 横須賀市大矢部5-16-10-301 046-836-4346

須藤設備工業　株式会社 横須賀市平作5-13-12 046-853-3737

有限会社　飛鳥設備 横須賀市金谷3-2-8 046-852-3447

株式会社　望月工業所 横須賀市金谷3-4-3 046-851-1654

株式会社　蛭田設備設計 横須賀市池上7-13-11 046-801-5500

株式会社  大建設備工業 横須賀市汐入町2-44 046-825-5086

有限会社　たかなみ 横須賀市太田和3-1203 046-856-7817

有限会社　鈴川工業 横須賀市太田和5-556-5 046-857-5175

東京ガスライフバル飯田　株式会社 横須賀市山科台10-11 046-854-5286

有限会社　石井設備工業 横須賀市長井1-26-8 046-856-4985

佐藤工業 横須賀市長井5-10-30 046-856-3962

W．Works　株式会社 横須賀市吉井3-13-5 046-803-3658

エイチエスシー　株式会社 横須賀市吉井4-6-10 046-833-6293

大信設備　株式会社 横須賀市池田町6-35-15 046-837-1888

有限会社　横須賀設備工業所 横須賀市鴨居1-22-15 046-842-5741

株式会社　近藤設備工業 横須賀市光風台4-6 046-897-5626

株式会社　祐成 横須賀市西浦賀3-13 046-890-0116

株式会社  鈴栄工業 横須賀市久里浜1-17-2 046-835-8440

佐々木設備工業　株式会社 横須賀市ハイランド2-14-9 046-845-9040

株式会社　葵 横須賀市ハイランド3-19-13 046-854-9611

株式会社　内田総合 横須賀市佐原3-22-6 046-854-4178

株式会社  むらやま 横須賀市佐原5-10-3 046-836-7743

株式会社　野間設備 横須賀市長沢3-31-27 046-874-6062

有限会社　ヤマダ衛設 横須賀市長沢6-4-47 046-849-6541

有限会社　ウォーターワークスオブライフ 横須賀市津久井5-14-3 046-884-9500

有限会社　環建設 横須賀市粟田1-26-9 046-847-3523

関東設備　有限会社 平塚市田村4-19-20 0463-55-2896

明和管工　株式会社 平塚市見附町46-16 0463-32-7267

株式会社　根布工業 平塚市御殿2-14-26 0463-33-5555

喜立建設　有限会社 平塚市南原1-12-1 0463-36-9117

新菱設備工業　有限会社 平塚市南原2-15-32 0463-32-4624

三信設備工業　株式会社 平塚市南原3-3-35 0463-33-4131

神奈川山菱設備　株式会社 平塚市南原3-7-1 0463-32-1037

株式会社　相創 平塚市西八幡3-8-11 0463-21-2280

有限会社　三葉商会 平塚市根坂間263-1 0463-36-7130
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株式会社　ギョクシン工業 平塚市根坂間293-2 0463-36-2522

有限会社　永田設備 平塚市日向岡1-1-17 0463-58-7644

有限会社　ジェイクラフト 平塚市公所211-4 0463-59-2062

有限会社　秋山設備 平塚市山下340-1 0463-35-7122

有限会社　にし設備 平塚市山下1080 0463-33-3925

有限会社　アサマ工業 平塚市万田68-2 小泉ﾋﾞﾙ2階2F号室 0463-31-7979

有限会社　鴨志田工業 平塚市出縄135-8 0463-32-2012

五菱設備工業　有限会社 平塚市片岡1250-9 0463-59-6791

株式会社　小泉建設 藤沢市柄沢2-39-2 0466-22-7714

株式会社　Ｒｙｏ，ｓ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ 藤沢市柄沢2-40-2 0466-61-4649

山羽工業　株式会社 藤沢市渡内2-2-7 0466-25-2535

サカキ設備 藤沢市渡内3-9-19 0466-53-7553

有限会社  今野設備工業所 藤沢市村岡東3-5-6 0466-28-1151

株式会社　水江社 藤沢市村岡東4-16-24 0466-52-4407

株式会社  豊設備 藤沢市村岡東4-20-6 0466-28-0350

相和設備工業　株式会社 藤沢市川名2-5-25 0466-25-2252

有限会社  ムサシ設備工業 藤沢市川名550-4 0466-50-7631

浜野工業 藤沢市鵠沼神明3-9-13 0466-26-9790

有限会社　東海管工 藤沢市鵠沼石上3-2-5 0466-25-0834

株式会社　西尾建設 藤沢市鵠沼石上3-3-2 0466-25-5386

株式会社  大春工務店 藤沢市片瀬389 0466-26-4720

株式会社  加藤工務店 藤沢市片瀬海岸3-21-22 0466-23-6500

有限会社  鵠沼工務店 藤沢市鵠沼松が岡2-1-12 0466-22-6591

株式会社　ユタホーム 藤沢市辻堂元町3-11-5 0466-60-0063

株式会社　門倉組 藤沢市辻堂元町4-17-22 0466-35-1111

サンメンテナンス　株式会社 藤沢市辻堂太平台1-12-13 0466-21-8110

有限会社  サンワ設備 藤沢市辻堂太平台2-9-4-1F 0466-30-1180

宮下工業　株式会社 藤沢市辻堂西海岸1-8-1 0466-34-2461

有限会社　誠進工業 藤沢市辻堂5-13-13 0466-34-2903

有限会社　小室一郎商店 藤沢市藤沢3-2-33 0466-22-2423

リュウシン工業 藤沢市藤沢4-14-22 0466-63-7776

株式会社  セック 藤沢市藤沢917-1 0466-22-7997

有限会社　松山住宅設備 藤沢市本町4-5-22 0466-25-4522

有限会社  吉田設備工業 藤沢市羽鳥2-4-27 0466-36-2832

有限会社　憲総合設備 藤沢市羽鳥5-8-28 0466-37-2889

福水設備 藤沢市善行1-7-1 0466-65-0313

株式会社　SANDAI 藤沢市善行6-3-31 0466-54-7751

大野設備工業　株式会社 藤沢市善行坂1-4-8 0466-81-2375

株式会社　ありがとう 藤沢市善行坂1-4-14 0466-53-7735

有限会社  永匠 藤沢市善行坂2-12-55-202 0466-84-2237

有限会社  林工務店 藤沢市宮前378-6 0466-26-3511

株式会社　イセムラ設備 藤沢市長後1419-7 0466-65-3123

有限会社　川井設備 藤沢市高倉549 0466-44-0903

有限会社　田中管工設備 藤沢市高倉677-12 0466-44-2910

株式会社  大和設備 藤沢市円行1870-2 0466-44-5744

森山建設　株式会社 藤沢市下土棚1786 0466-43-3211

株式会社　西山設備工業 藤沢市西俣野230-3 0466-62-5100

有限会社  梅津設備 藤沢市西俣野393-5 0466-81-0329

株式会社　カトー工業 藤沢市石川1-29-6 0466-87-1771

柏木設備 藤沢市石川3-31-10 0466-89-6717

有限会社  水屋 藤沢市石川4-1-14 0466-87-1207

有限会社　友和設備 藤沢市石川4-28-9 拓殖ﾊｲﾂ1-C 0466-88-8861

有限会社　アクア 藤沢市石川5-3-21 0466-86-1277

有限会社　神大設備工業 藤沢市石川6-11-6 0466-87-7830

葉山設備工業　株式会社 藤沢市石川271 0466-87-1555

有限会社  スカイ工業 藤沢市遠藤2014-26 0466-88-2317
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有限会社　大豊設備工業 藤沢市遠藤3007 0466-87-3300

有限会社  カマタエーセイ 藤沢市遠藤3234-4 0466-87-6377

株式会社　匠龍工業 藤沢市用田208ｰ2 0466-52-5941

有限会社　堀内設備工業 藤沢市用田674-1 0466-48-0830

太智工業 藤沢市葛原1088-8 0466-48-8133

有限会社  安室設備 藤沢市菖蒲沢899 0466-48-2580

泉工業　株式会社 藤沢市宮原1442 0466-49-5650

株式会社　今井水道設備 藤沢市宮原3395 0466-48-3311

フロンティア１　株式会社 小田原市寿町1-1-12 0465-35-2038

有限会社　彌中工業 小田原市穴部398-6 0465-30-1232

株式会社　オガワ 小田原市曽我光海16-3 0465-42-7087

有限会社　スドウ工営 小田原市鬼柳799-10 0465-39-2021

株式会社　アース設備 小田原市飯泉585-30 0465-45-0821

株式会社　西山工務店 小田原市飯泉833-4 0465-48-3848

株式会社　センナリ 小田原市鴨宮893-1 0465-49-0346

株式会社  サンヒーティング 茅ヶ崎市赤羽根369-3 0467-53-3340

有限会社　サンスイ工業 茅ヶ崎市赤羽根448-5 0467-51-7151

有限会社  せいわ工業 茅ヶ崎市赤羽根1788-2 0467-54-4198

株式会社　ミライ工業 茅ヶ崎市赤羽根2165-2 0467-54-2079

株式会社　東原設備工業 茅ヶ崎市高田2-7-31 0467-53-6062

有限会社　内田設備 茅ヶ崎市高田4-11-17 0467-54-2311

有限会社　田口設備工業所 茅ヶ崎市甘沼532 0467-52-5501

有限会社　堂原設備工業 茅ヶ崎市甘沼743-11 0467-51-2284

株式会社　総栄 茅ヶ崎市堤1628 0467-84-7781

有限会社　サンデン 茅ヶ崎市行谷288-5 0467-53-1104

有限会社　カワニシ 茅ヶ崎市芹沢853 0467-38-5157

有限会社　フジタ工業 茅ヶ崎市室田1-9-14 0467-52-3743

株式会社　第一設備商会 茅ヶ崎市松が丘1-11-2 0467-86-8861

ツヅキ工業　株式会社 茅ヶ崎市旭が丘1-11 0467-98-2171

浅岡建設　株式会社 茅ヶ崎市元町12-9 0467-82-0166

鈴木ポンプ工業 茅ヶ崎市東海岸北1-7-44 0467-82-2050

有限会社　丸幸商事 茅ヶ崎市柳島海岸1089 0467-83-3467

有限会社　山口設備 茅ヶ崎市柳島2-9-12 0467-85-9392

株式会社　晃真工業 茅ヶ崎市萩園1599-1 0467-87-2335

株式会社　ゆうしん設備 茅ヶ崎市香川2-19-1 0467-40-4001

有限会社　クラチ工業 茅ヶ崎市香川6-30-20 0467-53-1880

株式会社　湘南ウォーターワークス 茅ヶ崎市下町屋1-4-2 0467-26-3350

株式会社　茅ヶ崎設備工業 茅ヶ崎市みずき2-21-9 0467-39-6240

有限会社  眞下商事 逗子市久木1-5-1 046-873-7842

有限会社  武藤工務店 逗子市桜山6-2-19 046-871-2691

有限会社　井上住設 三浦市南下浦町上宮田3314 046-888-6424

株式会社　鈴木工業 秦野市下大槻302-3 0463-76-8722

有限会社　シンセツ 秦野市平沢233-1 0463-83-6636

株式会社　吉川設備 秦野市名古木3-3 0463-81-2447

株式会社　みどりや 秦野市寿町6-6 0463-81-0039

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

株式会社　伊東商店 秦野市並木町5-6 0463-88-1882

吉留住設工業 秦野市渋沢上2-5-7 0463-88-4478

株式会社　第三設備 厚木市水引2-12-18 046-221-8333

有限会社　加藤工務店 厚木市中町3-1-7 046-221-3526

有限会社　ヤマト設備 厚木市愛甲東1-14-4 046-228-7018

有限会社　藤田管工 厚木市温水1869-1 046-247-4880

齋藤設備 厚木市下荻野563-18 046-242-5465

石塚設備 厚木市下荻野1296-4 046-241-7861

有限会社  大貫設備 厚木市まつかげ台54-13 046-241-6423

有限会社  関根設備 厚木市三田2-14-8 046-241-0351
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アクア設備工業 厚木市山際727-3 046-244-2225

E-WORKS 厚木市中依知67-22 046-280-6613

株式会社　佐久間建設 厚木市下依知3-6-18 046-245-0500

大成設備　有限会社 厚木市妻田北4-7-22 046-295-7541

株式会社 ＴＡＳＵＫＵＰＬＡＮＮＩＮＧ 大和市林間1-4-20 第一映光ﾋﾞﾙ202号室 046-204-7502

株式会社　秀和 大和市西鶴間4-12-36-309号 046-206-5406

有限会社　日成設備 大和市中央林間西1-16-17 046-275-7125

修都　株式会社 大和市上草柳7-10-38-2 046-210-4887

有限会社　足立工務店 伊勢原市石田907 0463-95-1338

有限会社  坂巻設備 伊勢原市沼目2-10-5 0463-93-7618

有限会社　末吉設備工業 伊勢原市岡崎6693-3 0463-93-0352

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

有限会社　見上総合設備 海老名市東柏ヶ谷3-13-19 046-292-2813

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

有限会社　田中装建 海老名市今里3-23-23 046-232-7113

有限会社　湘南工事 海老名市門沢橋4-5-33 046-238-1857

有限会社　友ホームサービス 座間市立野台1-12-11 046-255-9876

嘉貴工業　株式会社 座間市ひばりが丘3-52-7 046-205-7604

株式会社　双和 座間市明王3-8 046-255-1616

有限会社　柴崎工業所 綾瀬市深谷上2-3-26 0467-78-1346

株式会社　二大設備工業 綾瀬市小園南2-19-5 0467-76-8893

株式会社　ウスイプラミング 綾瀬市綾西4-3-10 0467-78-0678

株式会社　ノリコーサービス 綾瀬市寺尾本町1-17-62 0467-70-3688

有限会社  新倉設備工業所 葉山町一色862-1 046-875-1461

有限会社　二葉工務店 寒川町倉見1700 0467-75-6108

株式会社　富湘設備 寒川町小谷3-1-35 0467-75-3780

有限会社  杉﨑設備工業 寒川町小谷1530 0467-74-1837

有限会社　有磯設備 寒川町岡田5-10-15 0467-75-3359

髙田設備 寒川町岡田8-2-7 0467-74-4108

有限会社　戸川設備工業 寒川町一之宮4-7-2 0467-33-4858

イズミ工業 寒川町一之宮8-21-19-2 0466-77-9814

有限会社　大石ポンプ店 寒川町田端929 0467-74-1835

株式会社  勝栄工業 寒川町田端1177 0467-74-3733

有限会社　平石設備工業 大井町金子1188-2 0465-82-4711

株式会社　熊谷設備 大井町金子1764-1 横山ﾓｶｰﾙ102 0465-83-3732

有限会社　シンコウ設備 開成町吉田島239-3 0465-82-8234

有限会社　コーユー 開成町吉田島2618 0465-85-3108

有限会社　椿建設 湯河原町吉浜2013-84 0465-63-8031

株式会社　ヒロズ 愛川町中津2148 046-286-6661
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下水道経営課

0467-61-3717(直通)


