
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

255 ㈱協和日成 〒104-0042 東京都中央区入船三丁目8番5号 03-6328-5600

221 三菱電機システムサービス㈱ 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号 03-5431-7750

146 ㈱クラシアン 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2番地1 0120-500-500（公開用）

245 ㈱リフレッシュ 〒241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町1142-13 045-370-5255

262 ㈱ヤスムラ 〒252-0321 神奈川県相模原市南区相模台四丁目2番23号 042-748-3741

153 ㈱一水工業 〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田7丁目25番22号 0555-22-0395

264 ㈱ミヤビ総設 〒406-0045 山梨県笛吹市石和町井戸1194番地の3 055-244-5522

147 菊屋商店 〒409-2102 山梨県南巨摩郡南部町福士4492 0556-66-2032

186 若林水道設備 〒409-2102 山梨県南巨摩郡南部町福士2640番地1 05566-6-2853

185 富沢設備工業 〒409-2103 山梨県南巨摩郡南部町万沢12143-65 05566-7-3674

187 身延総合設備㈱ 〒409-2539 山梨県南巨摩郡身延町小田船原1157 05566-2-0710

214 ㈱リブテック 〒410-0001 沼津市足高319-116 055-939-6010

54 永光エンジニアリング㈱ 〒410-0007 沼津市西沢田310番地の1 055-925-1800

199 三友水処理㈱ 〒410-0007 沼津市西沢田字西荒210-3 055-921-6244

253 エネリア東部㈱ 〒410-0012 沼津市岡一色809番地 055-927-2273

242 静岡ガス㈱　導管ネットワーク本部導管部 東部導管ネットワークセンター 〒410-0012 沼津市岡一色809 055-927-2841

201 ㈱仁和工業 〒410-0022 沼津市大岡2823-1 055-957-2070

263 ㈱朝倉工業 〒410-0022 沼津市大岡2391番地の34 055-963-3888

227 ㈱SANKI 〒410-0041 沼津市筒井町17-2 055-922-9804

168 ㈲大木設備工業 〒410-0053 沼津市寿町14番22号 055-921-9101

148 エイショウ㈱ 〒410-0059 沼津市若葉町3番46号 055-921-6606

230 渡正配管工業㈱ 〒410-0101 沼津市多比154-1 055-939-1338

209 シオカワ興業 〒410-0822 沼津市下香貫塚田2243-2  055-955-7151

220 ㈱スリーエス 〒410-0822 沼津市下香貫塚田2233-1 055-933-7566

218 ㈱レイダン 〒410-0822 沼津市下香貫藤井原1651-1 055-931-2947

195 ㈲香陵興業 〒410-0835 沼津市西島町3-24 055-932-8257

192 ㈲千本設備工業所 〒410-0853 沼津市常盤町三丁目12番地の3 055-963-4487

237 ㈲市川設備工業所 〒410-0865 沼津市東間門2丁目2番地の4 055-963-4690

238 佐藤設備 〒410-0876 沼津市北今沢11-7 055-968-8310

167 ㈲荻田水道工事店 〒410-1103 裾野市葛山552番地 055-997-0701

217 ㈲北住設機器 〒410-1121 裾野市茶畑1453番地の7 055-993-1250

134 ㈲横山設備 〒410-2123 伊豆の国市四日町873番地の9 055-949-2883

197 ㈲コバリ設備 〒411-0016 三島市塚原新田74-2 055-983-6141

204 加藤テック㈱ 〒411-0039 三島市幸原町2-18-51 055-986-2553

172 ㈲柳田工業所 〒411-0044 三島市徳倉795番地の7 055-986-9118

205 あいおい水道メンテナンス 〒411-0803 三島市大場379-13 055-977-3695
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254 ㈱Y's・planning 〒411-0811 三島市青木216番地の1 055-941-7261

135 ㈱ワールドエンジニアリング 〒411-0816 三島市梅名371番地の2 055-984-1244

166 伸弘テクノ㈱ 〒411-0824 三島市長伏631番地の1 055-977-3456

261 ㈲佐野工業所 〒411-0907 駿東郡清水町伏見14番地の2 055-975-4296

251 ㈱フジ総合設備 〒412-0027 御殿場市西田中453番地の15 0550-83-7695

141 田中設備 〒416-0903 富士市松本101番地の7 0545-61-5844

176 寺岡設備 〒416-0908 富士市柚木18番地の6 0545-64-1275

144 シンセイカン㈱ 〒416-0909 富士市松岡860-6 0545-65-3870

113 影山設備㈲ 〒416-0909 富士市松岡835番地の29 0545-63-7922

84 ㈱カンセツ 〒416-0909 富士市松岡1676番地の83 0545-61-2604

219 岩松設備 〒416-0909 富士市松岡527-2 0545-78-0665

244 市川設備 〒416-0909 富士市松岡118-10 0545-64-8246

94 ㈲久保田設備 〒416-0909 富士市松岡1427番地の26 0545-62-6559

169 大芝住宅設備 〒416-0935 富士市田子318番地9 0545-62-0211

158 スリーエス総合設備㈱ 〒416-0939 富士市川成島73番地の2 0545-65-7100

269 ヤマト設備 〒416-0945 富士市宮島1459番地の2 0545-64-3170

145 ㈱中央設備 〒416-0946 富士市五貫島469-3 0545-66-3993

267 藤栄工設 〒416-0946 富士市五貫島251番地の3 0545-63-7011

72 ㈱服部設備 〒416-0947 富士市宮下字一ノ堤下113番地の2 0545-61-5350

175 ターコウォーターワークス 〒417-0001 富士市今泉2604番地の1 0545-53-0706

78 ㈱一商会 〒417-0001 富士市今泉2568番地の1 0545-21-1319

43 ㈱遠藤管工設備 〒417-0001 富士市今泉3301番地の7 0545-21-2181

215 ㈱新東 〒417-0001 富士市今泉2826-8 0545-88-2534

250 ㈱和トータル設備 〒417-0001 富士市今泉3520番地の3 0545-30-9753

241 和泉設備 〒417-0001 富士市今泉1759-1 0545-53-8899

112 ㈲渡宮設備工業 〒417-0014 富士市鈴川西町19番4号 0545-33-1446

180 鈴川設備 〒417-0014 富士市鈴川西町14番38号コーポ石井203号 0545-33-0313

114 ㈲小林工業設備 〒417-0022 富士市依田原町3番1号 0545-52-5304

193 ㈱トーシンホームガス 〒417-0046 富士市青島195 0545-52-3243

165 ㈲笠井技建 〒417-0058 富士市永田北町8番1号 0545-51-7444

235 アース設備㈱ 〒417-0061 富士市伝法2860-3 0545-51-6967

211 ㈱岩建 〒417-0061 富士市伝法274番地 0545-53-1255

232 秀設備 〒417-0061 富士市伝法2066-23 0545-57-7718

35 ㈲アクア 〒417-0061 富士市伝法2589番地の15 0545-52-9841

118 ㈲大和 〒417-0061 富士市伝法2853番地の7 0545-51-3835

152 ㈲芙蓉管工 〒417-0061 富士市伝法1487番地の2 0545-55-3456
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107 ㈲山水設備 〒417-0071 富士市国久保1丁目11-11 0545-67-5220

155 ＫＳテクニカル 〒417-0801 富士市大淵2249番地の8 0545-35-1742

258 フジセツ 〒417-0801 富士市大淵3929番地の1 0545-35-4004

198 ㈱YOSHIKAN 〒417-0801 富士市大淵1018-7 0545-35-7056

75 ㈱ラズビック 〒417-0801 富士市大渕1507番地の1 0545-36-2558

223 ㈱渡辺設備 〒417-0801 富士市大淵3097-15 0545-37-1801

170 ㈲勝亦設備 〒417-0801 富士市大渕3485番地 0545-35-0140

203 野村住設 〒417-0807 富士市神戸113-3 0545-21-0572

117 ㈲宮本設備 〒417-0815 富士市増川512番地の5 0545-34-3791

44 ㈱アイワ 〒417-0826 富士市中里431番地の2 0545-38-1234

136 ㈱スワベサービス 〒417-0826 富士市中里26番地の5 0545-34-4041

47 ㈲澁谷設備工業所 〒417-0845 富士市大野新田76番地の1 0545-33-0397

86 ㈱駿河設備 〒417-0847 富士市比奈1472番地 0545-34-3123

79 ㈱植松設備 〒417-0847 富士市比奈2823番地の3 0545-34-0284

48 ㈲スギサワ住宅機器 〒417-0847 富士市比奈1110番地の3 0545-34-2560

92 山田管工 〒417-0853 富士市宇東川東町10番28号 0545-52-6943

49 オースズ工業㈲ 〒417-0862 富士市石坂134番地の1 0545-52-4455

171 マルチ住設㈱ 〒417-0862 富士市石坂424番地の5 0545-21-5504

103 N.R.サービス 〒419-0201 富士市厚原266番地の4 0545-71-0358

123 ㈱豊島住宅設備 〒419-0201 富士市厚原1047番地の4 0545-71-9844

46 清一設備 〒419-0201 富士市厚原1859番地の21 0545-71-5099

101 ㈲タカスイ 〒419-0201 富士市厚原271番地 0545-71-1305

99 ㈲隼設備 〒419-0201 富士市厚原1763番地の1 0545-30-6860

59 ㈱アオノ 〒419-0202 富士市久沢1119番地の8 0545-71-7071

52 ㈲望月管工 〒419-0205 富士市天間1030番地の15 0545-71-5653

81 ㈱大和工機 〒420-0038 静岡市葵区梅屋町4番地の8 054-252-1101

202 ㈱アクアプラス 〒420-0823 静岡市葵区春日2丁目3番21号 054-652-2190

208 ㈱エスバイエス 〒420-0886 静岡市葵区大岩2丁目29番8号 054-249-1500

104 ㈱伸栄　 〒420-0923 静岡市葵区川合3丁目13番1号 054-261-3599

257 静岡ライフクリーン㈱ 〒421-0103 静岡市駿河区丸子6935番地の4 054-259-0205

140 ツカサ設備㈱ 〒421-0104 静岡市駿河区丸子芹が谷町2番11-4号 054-258-6181

268 ㈲三矢設備 〒421-0117 静岡市駿河区下川原南21番9号 054-257-6556

196 スマートブルー㈱ 〒421-1212 静岡市葵区千代2丁目17-23 054-277-5151

184 ㈲アクア・クリーンサービス 〒421-1214 静岡市葵区建穂1-6-22 054-277-2652

246 ㈲水道屋しばた 〒421-2107 静岡市葵区門屋286-2 054-297-5163

236 駿河丸康工業 〒421-3101 静岡市清水区由比入山2004-3 054-357-0420
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225 佐野配管設備 〒421-3104 静岡市清水区由比北田138番地の11 054-375-4307

27 ㈱成輪 〒421-3303 富士市南松野2861番地の1 0545-38-9620

256 笹間設備 〒421-3303 富士市南松野2210-8 0545-85-0004

42 篠原設備機器㈱ 〒421-3303 富士市南松野1294番地の1 0545-85-3861

233 望月商会㈱ 〒421-3305 富士市岩淵1437-3 0545-81-1201

249 ㈱総合設備・正克 〒421-3306 富士市中之郷763 0545-81-0258

248 平野設備 〒421-3306 富士市中之郷3174-5 0545-81-5032

38 ㈲油井エンジニアリング 〒422-0827 静岡市駿河区豊田3丁目2番36号 054-285-4534

229 朝比奈設備㈱ 〒422-8005 静岡市駿河区池田895-1 054-264-2121

160 ㈲ミズテック 〒422-8043 静岡市駿河区中田本町44-5 054-284-7777

212 ハタラク㈱ 〒422-8046 静岡市駿河区中島1425-1 054-266-3656

234 ㈱慧心産業 〒422-8055 静岡市駿河区寿町16番29号 田中ビル101号室 054-654-1580

206 ㈱鎌田配管工事店 〒422-8063 静岡市駿河区馬渕3丁目20番22号 054-285-0823

222 ㈱小林工務店 〒422-8072 静岡市駿河区小黒2丁目1番24号 054-282-1370

116 宮城設備㈱ 〒424-0008 静岡市清水区押切1644番地                                                0545－51－6700

154 ㈱杉本ハウス設備 〒424-0024 静岡市清水区八坂東2丁目5-31 054-366-4411

207 藤浦工業 〒424-0033 静岡市清水区横砂本町2-1 054-367-2361

77 柴工業㈱ 〒424-0052 静岡市清水区北脇399番地 0543-46-0001

252 ㈱シーケイエンジニアリング 〒424-0212 静岡市清水区八木間町1111番地の4 054-369-2000

188 ㈱ハローＧ 〒425-0043 焼津市石津中町17-12 054-623-8692

213 東海設備㈱ 〒425-0091 焼津市八楠2丁目30-1 054-620-7077

216 ㈱トムラシーエルデー 〒426-0046 藤枝市高洲5-6 054-635-2929

162 日管㈱ 〒430-0945 浜松市中区池町220-4 053-459-3022

40 愛管㈱ 〒431-2102 浜松市北区都田町8501番地の2 053-428-7010

266 ㈱Good performance 〒455-0801 愛知県名古屋市港区小碓二丁目176番地 052-355-8316

194 ㈱レクト名古屋支店 〒456-0059 愛知県名古屋市熱田区八番1丁目4-11 052-684-9325

190 ㈱イースマイル 〒542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3　ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 06-7739-2525

259 ノーリツリビングクリエイト株式会社 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町21番1号 06-6338-2535

224 ㈱アクアライン 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀8番8号 （第一ウエノヤビル6Ｆ） 082-502-6644

240 ㈱N-Vision 〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町8-57 082-275-5227
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