
市町名 指 定 工 事 店 名 住　　　　　　所 電話番号 市町名 指 定 工 事 店 名 住　　　　　　所 電話番号
（有）木村設備工業 大井町上大井956 0465-83-5053 （株）西湘設備工業 開成町吉田島4341-3 0465-82-9916
（有）平石設備工業 大井町金子1188-2 0465-82-4711 （有）矢口水道工業 開成町延沢450 0465-82-2656
神和道路建設（株） 大井町山田17-2 0465-82-0696 （有）草柳設備 開成町宮台219 0465-82-6323
（有）石澤管工事 大井町金子1578-1 0465-83-4533 （有）コーユー 開成町吉田島2618 0465-85-3108
（株）熊谷設備 大井町金子1764-1-102 0465-83-3732 （有）シンコウ設備 開成町吉田島239-3 0465-82-8234
（株）本庄興業 大井町金子230-3 0465-82-0140 中井町 中井開発（株） 中井町遠藤136 0465-81-1163
（有）相原組建設 大井町上大井992 0465-83-4606 （有）岩本整備工業 中井町井ノ口2764-8 0465-81-0197
（株）鈴木土建工業 大井町上大井108-8 0465-82-3513 松田町 （有）小宮石材 松田町寄5924 0465-89-3205
竜馬設備工業 大井町山田672-33 0465-87-8008 （株）加藤工務店 松田町松田惣領1861 0465-83-5051
（株）ナカネン 大井町上大井84-3 0465-83-6625 山北町 （有）大沼設備工業 山北町向原585 0465-76-3833

小田原市 （株）若尾管工 小田原市堀之内315 0465-37-3366 みらい設備 山北町山北2032 0465-79-0006
アソ－熱工業（株） 小田原市中曽根31-12 0465-36-7830 湯河原町 （有）和田設備工業 湯河原町鍛冶屋716-2 0465-64-1477
（株）熊沢工務店 小田原市久野2319 0465-34-2511 愛川町 （株）ヒロズ 愛川町中津2148 0462-86-6661
（株）中央工業　 小田原市曽比1859 0465-36-4435 箱根町 （株）高畠配管所 箱根町宮城野211 0460-82-2577
（株）ニッテク 小田原市蓮正寺774-1 0465-36-1761 秦野市 飯沼設備工業（株） 秦野市戸川1124 0463-75-0705
（有）村山設備工業 小田原市中曽根52-1 0465-38-0691 （株）吉川設備 秦野市名古木3-3 0463-81-2447
（株）杉田設備 小田原市西大友70-2 0465-36-1677 （有）飯田工業 秦野市上今川町7-8 0463-81-1448
扶桑建設（株） 小田原市中村原708 0465-20-7998 （有）建機サービス 秦野市堀山下1424-1 0463-88-1951
三栄管工業（株） 小田原市久野469 0465-34-6816 （株）アイエス 秦野市西田原41-3 0463-82-1446
（株）西山工務店 小田原市飯泉833-4 0465-48-3848 （株）伊藤設備工業 秦野市鶴巻2325 0463-77-2676
植木水道工業（株） 小田原市堀之内87-1 0465-36-0668 （株）みどりや 秦野市寿町6-6 0463-81-0039
タシロ総合設備（株） 小田原市飯田岡107 0465-36-7219 （株）伊東商店 秦野市並木町5-6 0463-88-1882
（有）扇設備工業 小田原市寿町3-3-13 0465-34-2489 （株）相原管工 秦野市平沢1025 0463-81-0313
アキ一設備 小田原市曽比2440-1 0465-36-7769 （有）シンセツ 秦野市平沢233-1 0463-83-6636
（有）内木水道工業 小田原市蓮正寺946 0465-36-3412 （有）タイケー設備工業 神奈川県秦野市堀山下328-3 0463-87-6766
（有）マルシン 小田原市中村原161-3 0465-44-3001 （株）タムラ 秦野市北矢名441-2 0463-77-1547
（有）菊原建設 小田原市南板橋2-250-2 0465-22-0819 （株）キタムラ 秦野市曲松1-3-14 0463-88-2436
光南管工業（有） 小田原市本町1-5-33 0465-22-8916 （有）北原クリーンサービス 秦野市戸川131-2 0463-75-0811
フロンティア１（株） 小田原市寿町1-1-12 0465-35-2038 吉留住設工業 秦野市渋沢上2-5-7 0463-88-4478
（株）川西設備 小田原市高田277 0465-42-4665 平塚市 （有）鴨志田工業 平塚市出縄135-8 0463-32-2012
松浦建設（株） 小田原市新屋82-1 0465-36-2701 （株）ギョクシン工業 平塚市根坂間293-2 0463-36-2522
（株）エフテクノス 小田原市北ノ窪257-5 0465-66-5115 （有）アサマ工業 平塚市万田68-2-2F号室 0463-31-7979
有限会社　下里住設店 小田原市飯田岡577 0465-34-9749 （有）秋山設備 平塚市山下340-1 0463-35-7122
髙橋設備工業 小田原市南鴨宮2-19-20 0465-47-0282 （有）荒川設備 平塚市岡崎2894 0463-58-8006
有限会社　中島商会　 小田原市桑原182-4 0465-36-0061 （有）ダイコー設備 平塚市南金目1388-2 0463-58-8961
有限会社　深澤商店　 小田原市曽我原560 0465-42-0915 及川設備 平塚市北豊田928-4 0463-58-3267
（株）オガワ 小田原市曽我光海16-3 0465-42-7087 （株）相創 平塚市西八幡3-8-11 0463-21-2280
（株）エスワイ 小田原市羽根尾67-1 0465-43-1854 （有）にし設備 平塚市山下1080 0463-33-3925
建昇（株） 小田原市千代249-16 0465-20-9015 寒川町 （有）杉﨑設備工業 高座郡寒川町小谷1530 0467-74-1837
（株）髙昇設備工業 小田原市千代572-1 0465-20-8738 厚木市 （有）藤田管工 厚木市温水1869-1 046-247-4880
（有）スドウ工営 小田原市鬼柳799-10 0465-39-2021 齋藤設備 厚木市下荻野563-18 046-242-5465
（有）彌中工業 小田原市穴部398-6 0465-30-1232 海老名市 （有）田中装建 海老名市今里3-23-23 0462-32-7113
（株）アース設備 小田原市飯泉585-30 0465-45-0821 茅ヶ崎市 （株）茅ヶ崎設備工業 茅ヶ崎市みずき2-21-9 0467-39-6240
（株）センナリ 小田原市鴨宮893-1 0465-49-0346 （株）ミライ工業 茅ヶ崎市赤羽根2165-2 0467-54-2079
（株）スギヤマ設備 小田原市鴨宮137-6 0465-43-9277 伊勢原市 （有）坂巻設備 伊勢原市沼目2-10-5 0463-93-7618
（株）三共工業 小田原市酒匂2-38-52 0465-20-8512 豊建設（株） 伊勢原市東冨岡959-10 0463-94-5419
三恵総業（株） 南足柄市怒田56-1 0465-73-2365 相模原市 （株）アイダ設計 相模原市中央区清新2-5-9 048-726-8613
（株）神成工業 南足柄市狩野672 0465-74-0393 横浜市 積和建設神奈川（株） 横浜市港北区新羽町815 045-544-5311
（株）塚原設備工業 南足柄市塚原3369-1 0465-74-2236 （株）ヨコレイ 横浜市保土ヶ谷区新井町657 045-381-4501
（有）大雄設備 南足柄市怒田314-1 0465-73-1369 川﨑市 （有）タカハシ設備工業 川崎市宮前区西野川3-12-13 044-755-4448
（有）石澤設備工業 南足柄市怒田2331-1 0465-74-7435
（有）渡設備工業 南足柄市狩野364-1 0465-71-0345
（有）植松設備工業所 南足柄市狩野363-1 0465-74-6591
栄真設備工業 南足柄市壗下473-7 0465-20-9952
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