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139 ライフサポート渡辺 〒418-0001 富士宮市万野原新田3722番地の51 27-7667

29 ㈲遠藤設備 〒418-0001 富士宮市万野原新田3108番地の13 24-6869

21 ㈲富士見商会 〒418-0001 富士宮市万野原新田4149番地の2 26-0077

33 ㈲明和設備 〒418-0001 富士宮市万野原新田2956番地 27-0012

228 昊心設備 〒418-0001 富士宮市万野原新田3050-5 23-2737

129 秀徳設備工業 〒418-0005 富士宮市宮原541-8 21-9239

19 ㈲矢崎設備 〒418-0005 富士宮市宮原157番地の1 24-7889

161 酒井設備 〒418-0006 富士宮市外神1861-13 58-8700

189 ウエハラ設備 〒418-0007 富士宮市外神東町168-1 66-4845

74 ㈱トシ・テクニカルサービス 〒418-0007 富士宮市外神東町198番地の5 58-7620

51 ㈱石川管設 〒418-0007 富士宮市外神東町151番地の16 58-8688

100 ㈲井出工務店 〒418-0012 富士宮市村山280番地の26 24-5838

173 でんきのさの 〒418-0013 富士宮市東町25-3 27-6827

164 わたなべせつび 〒418-0013 富士宮市大岩800番地の12 22-2321

16 太和設備 〒418-0013 富士宮市大岩1637番地 26-3198

60 ㈲村松設備 〒418-0013 富士宮市大岩356番地の7 22-4388

8 ㈱山桂 〒418-0014 富士宮市富士見ケ丘677番地 27-0155

231 ㈱ITEC 〒418-0015 富士宮市舞々木町541 28-1501

18 ㈱浅間設備 〒418-0016 富士宮市阿幸地1052番地の5 27-4266

174 ㈱ショウトクワーク 〒418-0017 富士宮市舟久保町5番地6 22-6206

26 フジ産業㈱ 〒418-0018 富士宮市粟倉南町204番地 23-7375

90 ㈱ひかり設備 〒418-0022 富士宮市小泉2348番地の8 27-8913

20 ㈱小野田総合設備 〒418-0022 富士宮市小泉1398番地の3 27-1174

243 ㈱田島設備 〒418-0022 富士宮市小泉2343番地の103 23-6451

15 ㈱柏木水道工務店 〒418-0022 富士宮市小泉1124番地の2 26-4651

91 佐野住設㈱ 〒418-0022 富士宮市小泉1867番地の1 26-3339

151 小泉鉄工㈱ 〒418-0022 富士宮市小泉1634番地の24 27-4371

239 杉山設備 〒418-0022 富士宮市小泉1457番地の5 78-0833

260 設備屋K 〒418-0022 富士宮市小泉554番地の5 22-3338

125 鈴木設備 〒418-0022 富士宮市小泉1641-38 24-6733

159 アーステック設備 〒418-0023 富士宮市山本561-5 23-7474

64 植松設備 〒418-0026 富士宮市西小泉町37番地の2 27-8906

63 佐野設備 〒418-0035 富士宮市星山691番地の2 22-0202

98 上杉設備 〒418-0035 富士宮市星山936番地の15
090-9181-6314
(27-9656)

24 ㈲小林総合設備 〒418-0037 富士宮市安居山587番地の1 24-3602

34 ㈱エーワン設備 〒418-0038 富士宮市野中町745番地 23-1557

富士宮市指定給水装置工事事業者一覧（市内の事業者）

1 / 2 ﾍﾟｰｼﾞ



郵便番号順 令和4年9月30日現在

指定番号 指定給水装置工事事業者名（名称） 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

富士宮市指定給水装置工事事業者一覧（市内の事業者）

226 ㈱山本管設 〒418-0045 富士宮市中島町529-24 55-5737

25 諏訪部管工㈲ 〒418-0045 富士宮市中島町337番地 27-2372

4 ㈱大成管工 〒418-0047 富士宮市青木1213番地 27-2911

57 諏訪部設備 〒418-0051 富士宮市淀師597番地の1 26-5745

265 堀田設備 〒418-0051 富士宮市淀師236-10 22-3720

133 ㈲富士秀工業 〒418-0051 富士宮市淀師1561番地の5 28-5370

89 ㈱渡辺水道工業 〒418-0052 富士宮市淀平町591番地 25-3655

200 グランドサービス 〒418-0056 富士宮市西町25-8 26-6598

17 スミヤ㈱ 〒418-0056 富士宮市西町7番5号 24-3811

30 タイヘー 〒418-0057 富士宮市朝日町12番16号 27-8627

247 咲耶設備 〒418-0063 富士宮市若の宮町960-5 66-6125

93 城山水道 〒418-0068 富士宮市豊町1番11号 26-2671

28 ㈲石川住設 〒418-0071 富士宮市東阿幸地295番地 27-7129

9 ㈲保坂水道 〒418-0072 富士宮市矢立町670番地 24-2555

156 ㈱前島工業 〒418-0078 富士宮市阿幸地町123 26-1406

210 松木牧園工事 〒418-0101 富士宮市根原223 52-0759

3 ㈲高野水道工務店 〒418-0106 富士宮市半野141番地 54-0176

14 ㈲大宝 〒418-0108 富士宮市猪之頭467番地の2 52-0627

124 華水道 〒418-0111 富士宮市山宮2544番地の9 58-1589

23 ㈱藤伸設備サービス 〒418-0111 富士宮市山宮1570番地の4 58-3529

31 ㈲堀内設備 〒418-0111 富士宮市山宮1903番地 58-1915

130 総合設備　北雄 〒418-0112 富士宮市北山5552番地 58-3281

13 ㈲総合設備欣築 〒418-0112 富士宮市北山1234番地の3 58-4576

163 オザキ㈱ 〒418-0114 富士宮市下条1671-2 29-7705

7 サノミツ管工 〒418-0114 富士宮市下条1番地 58-0288

6 ㈲山下水道工務店 〒418-0114 富士宮市下条392番地 58-0264

69 ㈲鈴木設備 〒418-0114 富士宮市下条73番地 58-0641

62 芝水屋㈱ 〒419-0314 富士宮市大久保485番地 65-2826

177 ㈱由井商会 〒419-0315 富士宮市長貫1209-8 65-0188

179 地成建設㈱ 〒419-0315 富士宮市長貫675-2 65-1233

178 ㈱村野 〒419-0316 富士宮市羽鮒1423 65-0041
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