
指定
番号 商号又は名称 郵便番号 営業所所在地 電話番号

【022】 株式会社橘設備工業所 230-0037 横浜市鶴見区向井町3丁目78番地の8 045-501-1746

【157】 有限会社宮本住宅設備 224-0037 横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目21番25号 045-941-4237

【208】 株式会社ヒラマ 244-0044 横浜市保土ケ谷区仏向町1059番地102 045-339-1318

【269】 株式会社キャプティ 221-0022 横浜市神奈川区守屋町3丁目9番13号 045-440-0829

【272】 株式会社長谷川設備 241-0034 横浜市旭区今宿南町2122番地 045-954-1551

【307】 株式会社大神 222-0026 横浜市港北区篠原町3172-1 045-430-3821

【322】 佐藤設備 224-0023 横浜市都筑区東山田3-30-9 045-591-4080

【323】 株式会社日生設備 246-0023 横浜市瀬谷区阿久和東4-23-7 045-362-2360

【332】 宮内工業株式会社 223-0051 横浜市港北区箕輪町2丁目8番22号 045-561-6157

【340】 株式会社金子工業所 244-0002 横浜市戸塚区矢部町939 045-881-3101

【341】
株式会社三石設備コンサルタント横浜
支店 227-0055 横浜市青葉区つつじが丘7番地12 045-981-9971

【345】 ホクヨー住宅設備株式会社 246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷1-81-17 045-302-6027

【350】 株式会社久保田建設 226-0015 横浜市緑区三保町234 045-922-9887

【352】 興和工業株式会社 241-0814 横浜市旭区中沢3-55-17 045-362-0064

【353】 共栄産業株式会社 234-0053 横浜市港南区日野中央2丁目36番25号 045-843-1006

【358】 株式会社富士住設機器 241-0816 横浜市旭区笹野台3丁目48番20号 045-364-5545

【360】 神管設備有限会社 241-0005 横浜市旭区白根1-20-3 045-952-1783

【366】 矢崎設備工業株式会社 233-0016 横浜市港南区下永谷5-7-30 045-821-2822

【371】 株式会社加藤住設 230-0012 横浜市鶴見区下末吉6丁目7番10号202 045-571-1048



【372】 株式会社京浜設備工業所 221-0831 横浜市神奈川区上反町2丁目26番地の15 045-321-3192

【374】 東光建設株式会社 241-0826 横浜市旭区東希望が丘189番地 045-391-2221

【375】 株式会社モリヤ総合設備 245-0002 横浜市泉区緑園2丁目9番地4 045-813-0123

【379】 興栄工業株式会社 230-0073 横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目56番8号 045-573-3434

【383】 永光建設株式会社 222-0032 横浜市港北区大豆戸町477番地 045-431-1471

【400】 アクアテック株式会社 246-0023 横浜市瀬谷区阿久和東2丁目5番地18 045-364-6392

【401】 有限会社港水道工業所 230-0036 横浜市鶴見区浜町1丁目5番地の3 045-501-2874

【404】 有限会社麻生商会 245-0016 横浜市泉区和泉町6247番地の5 045-804-3021

【411】 株式会社カモシダ 224-0057 横浜市都筑区川和町1441番地 045-931-5321

【412】 有限会社正一設備 222-0026 横浜市港北区篠原町1338番地の2 045-431-3908

【415】 有限会社杉田設備工事 221-0801 横浜市神奈川区神大寺3丁目3番8号 045-491-3019

【416】 株式会社タイキョウ 233-0006 横浜市港南区芹が谷1丁目31番16号 045-824-4190

【417】 株式会社神奈川保健事業社 236-0002 横浜市金沢区鳥浜町4番地18 045-772-1431

【419】 株式会社ニッセツ 245-0015 横浜市泉区中田西1丁目21番5号 045-802-9201

【428】 株式会社水野商会 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1797番地 045-971-4026

【432】 株式会社ネオミズテック 245-0003 横浜市泉区岡津町2944番地 045-813-3311

【440】 矢島工業株式会社 245-0013 横浜市泉区中田東4丁目48番2-309号 045-392-6300

【441】 株式会社アベニール 230-0071 横浜市鶴見区駒岡2丁目6番28号 045-575-5848

【442】 有限会社後藤設備 226-0015 横浜市緑区三保町885番地4 045-939-3298

【443】 有限会社佐野工業所 246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西1丁目11番地8 045-361-0778



【444】 有限会社ケイズ設備 226-0004 横浜市緑区鴨居町2528番地 045-929-3288

【447】 株式会社ウエダ設備 226-0003 横浜市緑区鴨居3丁目43番3号 045-934-0811

【448】 積和建設東京株式会社 224-0033 横浜市都筑区茅ケ崎東2丁目2番10号ﾙ･ｵﾝ茅ヶ崎1B号室 045-948-4401

【452】 株式会社カナエル 241-0021 横浜市旭区鶴ケ峰本町1丁目30番23号 045-954-4745

【460】 丸わ建設株式会社 222-0001 横浜市港北区樽町3丁目2番27号 045-531-4781

【461】 豊和工業有限会社 224-0052 横浜市都筑区二の丸4番6号 045-949-0271

【465】 有限会社共伸設備 226-0015 横浜市緑区三保町2461番地7 045-934-6680

【470】 有限会社イシハラ住設 227-0048 横浜市青葉区柿の木台18番地11 045-972-9024

【474】 東西工業株式会社 240-0032 横浜市保土ケ谷区法泉2丁目25番18号 045-351-1031

【477】 オカモト総合設備株式会社 246-0005 横浜市瀬谷区竹村町19番地3 045-302-7115

【479】 ワンタイ建設株式会社 224-0053 横浜市都筑区池辺町1723番地 045-941-3157

【483】 有限会社ハマ工業 246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目57番地の13 045-304-3780

【489】 オザワ総合設備株式会社 240-0064 横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目214番地 045-337-0269

【494】 株式会社昌工 231-0026 横浜市中区寿町2丁目6番地2 045-224-4123

【497】 日比工業株式会社 232-0061 横浜市南区大岡5丁目23-24-104 045-712-1331

【498】 株式会社田辺水道工務店 240-0046 横浜市保土ケ谷区仏向西17番14号 045-333-1727

【501】 有限会社鳥羽設備工業 232-0053 横浜市南区井土ケ谷下町41番地の6 045-742-8039

【503】 株式会社和興業 245-0023 横浜市泉区和泉中央南5丁目3番25号 045-805-1911

【506】 有限会社長野設備 223-0056 横浜市港北区新吉田町3348番地の1 045-593-4086

【512】 株式会社信友建設 244-0001 横浜市戸塚区鳥が丘12番地1 045-860-2615



【513】 有限会社山本設備工業 241-0803 横浜市旭区川井本町16番地6 045-954-1086

【521】 有限会社石井エンジニアリング 226-0026 横浜市緑区長津田町2469番地 045-981-3178

【526】 森設備工業 232-0021 横浜市南区真金町2丁目21番地 ﾊｲﾑｴﾏﾘﾅ30A 045-326-6084

【527】 株式会社日建 220-8115
横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号　横浜ランドマークタ
ワー15階1504区 045-227-5421

【530】 アーク工業有限会社 241-0032 横浜市旭区今宿東町920番地5 045-958-0166

【534】 株式会社鈴木設備工業 246-0026 横浜市瀬谷区阿久和南4丁目2番地1 045-362-6455

【540】 株式会社小泉水道工務店 231-0864 横浜市中区千代崎町4丁目97番地12 045-621-0557

【546】 有限会社ユニオン設備工業 226-0025 横浜市緑区十日市場町2472番地 042-799-5257

【551】 株式会社矢野住設 245-0067 横浜市戸塚区深谷町1881番地 045-854-2535

【554】 株式会社早瀬工業 231-0057 横浜市中区曙町1丁目3番地藤和伊勢佐木ﾊｲﾀｳﾝ228号室 045-253-0912

【555】 有限会社増田設備 241-0832 横浜市旭区桐が作1603番5 045-442-6583

【557】 株式会社サクラ設備 245-0016 横浜市泉区和泉町18番1号 045-802-2730

【558】 有限会社田園水道 227-0063 横浜市青葉区榎が丘46番地11 045-983-1902

【561】 有限会社ジョーセツ 221-0825 横浜市神奈川区反町2丁目14番地1 マジョリティービル1F 045-628-9821

【562】 株式会社道明 223-0056 横浜市港北区新吉田町170 045-590-5071

【566】 株式会社金子産商湘南 236-0033 横浜市金沢区東朝比奈3-16-2 045-781-5707

【572】 株式会社オサダ管工 246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西4-32-2 045-391-1224

【578】 株式会社原岡設備工業 245-0018 横浜市泉区上飯田町250-4 045-804-7686

【579】 有限会社福館設備工業所 246-0015 横浜市瀬谷区本郷3-9-1 045-301-2706

【583】 さくら設備工業株式会社 221-0864 横浜市神奈川区菅田町923 045-470-3331



【585】 有限会社ジュヨウ 226-0015 横浜市緑区三保町1384 045-938-6119

【587】 株式会社近藤水道 221-0865 横浜市神奈川区片倉2-36-19 045-481-4566

【589】 有限会社山和設備 224-0027 横浜市都筑区大棚町656-1 045-593-3500

【590】 有限会社シントー企画 245-0016 横浜市泉区和泉町7877 045-806-0758

【591】 有限会社藤原水道 224-0025 横浜市都筑区早渕3丁目38番3号 045-592-0496

【594】 南設備工業株式会社 232-0008 横浜市南区庚台72番地1 045-242-2244

【599】 株式会社神奈川管工 241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰2丁目27番地2－1階 045-373-3939

【601】 有限会社惠設備 225-0011 横浜市青葉区あざみ野3丁目3番地あざみ野団地7棟304号 045-903-9904

【608】 有限会社皆川興業 240-0067 横浜市保土ケ谷区常盤台61番55号皆川興業ﾋﾞﾙ2階 045-339-6288

【611】 株式会社冨士田・総合設備 240-0052 横浜市保土ケ谷区西谷町1285番地 045-372-5325

【618】 有限会社アクアライフ 223-0061 横浜市港北区日吉6丁目11番16号 045-562-5743

【619】 株式会社ピーアイコーポレーション 226-0011 横浜市青葉区市ケ尾町1162番地4 045-938-7110

【625】 有限会社柳設備 225-0023 横浜市青葉区大場町123番地2 045-508-9500

【627】 株式会社今野設備 222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目26番13号 045-473-3377

【630】 株式会社スイシン 240-0036 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘1丁目36番23号 045-351-2206

【631】 株式会社スイコウ 227-0036 横浜市青葉区奈良町2533番地14 045-962-9013

【634】 有限会社ティー・エイチ・エル 224-0062 横浜市都筑区葛が谷10番8号OBLIK603号室 045-949-1644

【636】 エスケイ工業有限会社 246-0023 横浜市戸塚区品濃町1077 045-829-4151

【651】 株式会社川嶋土木 241-0005 横浜市旭区白根2丁目7番24号 045-953-8106

【661】 有限会社米山設備 245-0018 横浜市泉区上飯田町3811番地5 045-801-4868



【663】 株式会社康栄社 235-0007 横浜市磯子区西町3番3号 045-753-8620

【671】 株式会社モリ土木 232-0017 横浜市南区宿町2丁目50番地 045-741-1010

【677】 旭水道株式会社 230-0001 横浜市鶴見区矢向3丁目23番11号 045-581-6612

【684】 有限会社伸興設備 246-0038 横浜市瀬谷区宮沢1丁目26番地10 045-303-3322

【686】 株式会社杉﨑管工 241-0031 横浜市旭区今宿西町377番地19 045-951-6892

【687】 株式会社吾妻工業 245-0016 横浜市泉区和泉町4861番地1 045-801-3887

【688】 株式会社北勇 227-0038 横浜市青葉区奈良3丁目21番地4 045-962-8365

【689】 有限会社東和建興 230-0012 横浜市鶴見区下末吉5丁目3番13号 045-573-8085

【691】 大博建設株式会社 225-0005 横浜市青葉区荏子田1丁目7番地4 045-903-1797

【692】 星崎設備工業株式会社 227-0046 横浜市青葉区たちばな台2丁目3番地64 045-960-3263

【695】 有限会社シチグ設備工業 240-0045 横浜市保土ケ谷区川島町651番地ﾊｲﾑ向台1-303 045-382-7884

【696】 有限会社こじま設備 241-0031 横浜市旭区今宿西町373番地8 045-951-5113

【702】 有限会社フジ住研 245-0065 横浜市戸塚区東俣野町931番地6 045-852-9590

【705】 イメージライフカンパニー有限会社 226-0005 横浜市緑区竹山1丁目19番地6ｻﾝｸﾞﾚｲｽ鴨居104 045-931-7009

【711】 株式会社ライフ 241-0816 横浜市旭区笹野台4丁目65番16号 045-367-4171

【713】 株式会社MK設備設計 244-0805 横浜市戸塚区川上町87番地1ｳｴﾙｽﾄﾝ1ﾋﾞﾙ6階 045-392-6574

【721】 株式会社松下設備 230-0074 横浜市鶴見区北寺尾7丁目13番17号 045-572-1383

【722】 有限会社斎藤設備工業所 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾1丁目7番15号 045-572-0026

【724】 有限会社谷口設備 230-0072 横浜市鶴見区梶山2丁目38番20号 045-573-2091

【726】 有限会社吉川設備 226-0003 横浜市緑区鴨居6丁目9番17号-3 045-931-8534



【727】 有限会社春澤設備 240-0015 横浜市保土ケ谷区岩崎町29-26 045-744-6261

【730】 有限会社岡田設備 235-0021 横浜市磯子区岡村4丁目22番32号 045-753-6800

【736】 谷商設備株式会社 241-0023 横浜市旭区本宿町78番地 045-361-2245

【738】 株式会社コトブキ 240-0045 横浜市保土ケ谷区川島町1569番地5 045-372-1353

【739】 株式会社キメダ設備 226-0026 横浜市緑区長津田町2183番地7 045-983-3514

【743】 有限会社Motomi 245-0017 横浜市泉区下飯田町596番地 045-308-3260

【746】 志水工業株式会社 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷2丁目43番地の11 045-301-5885

【750】 千代田建設株式会社 224-0024 横浜市都筑区東山田町1763番地1 045-593-1261

【752】 株式会社ミナミ設備サービス 232-0064 横浜市南区別所2丁目20番3号 045-741-0780

【755】 相武設備工業株式会社 221-0865 横浜市神奈川区片倉2丁目66番6号 045-491-9695

【758】 株式会社パイプラインズ 231-0032 横浜市中区不老町1丁目5番地5柏野ﾋﾞﾙ 045-211-5404

【761】 有限会社ベル・テック 234-0052 横浜市港南区笹下3丁目39番51号 045-846-6801

【768】
有限会社十和田管工 神奈川工事営業
部 226-0004 横浜市緑区鴨居町2470番地1 045-929-4001

【769】 株式会社渡部興業 224-0024 横浜市都筑区東山田町1568番地30
045-620-0697
090-8317-1368

【770】 朋栄建設株式会社 224-0034 横浜市都筑区勝田町381番地 045-548-9161

【772】 株式会社漸進 232-0003 横浜市南区西中町2丁目36番地 045-325-8355

【778】 有限会社池田設備 230-0071 横浜市鶴見区駒岡3-35-6 045-581-1030

【781】 株式会社石﨑設備工業 223-0062 横浜市港北区日吉本町4-10-3-302 045-566-2445

【785】 株式会社ステアーズ建設 244-0001 横浜市戸塚区鳥が丘82-13 045-489-8255

【787】 株式会社平和設備工業所 221-0802 横浜市神奈川区六角橋4丁目14番地1 045-481-2811



【790】 株式会社沢設備工業所 226-0015 横浜市緑区三保町2595-8 045-983-8411

【793】 株式会社モリコーポレーション 232-0015 横浜市南区共進町2丁目40番地 045-743-4007

【794】 株式会社エース産業 233-0006 横浜市港南区芹が谷5丁目37番6号 045-349-4156

【796】 橋本工業 224-0055 横浜市都筑区加賀原1丁目8番7号大谷ﾃﾗｽA-2 045-944-1738

【800】 株式会社昭和工業 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4668 045-881-3636

【805】 株式会社小倉設備工業 230-0038 横浜市鶴見区栄町通2-11-7 045-521-3534

【808】 有限会社創光工業 241-0817 横浜市旭区今宿1丁目14番13号 045-744-7181

【815】 有限会社伊東工業 247-0032 横浜市栄区桂台東3番6号 045-355-0208

【817】 株式会社アルテクト 240-0052 横浜市保土ケ谷区西谷3丁目26番36号 045-371-1867

【821】 有限会社矢部設備 233-0006 横浜市港南区芹が谷2丁目20番32号 045-823-5549

【824】 株式会社大徳工務店 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1059番地29 045-971-5455

【828】 株式会社ムラサキ設備 245-0015 横浜市泉区中田西4丁目31番19号 045-802-2761

【829】 有限会社サンコー設備 246-0032 横浜市瀬谷区南台1丁目8番地の1 045-303-5534

【830】 株式会社東洋社 224-0044 横浜市都筑区川向町1288番地5 045-624-8731

【834】 モチダ設計 221-0863 横浜市神奈川区羽沢町1067番地の3 045-383-0541

【845】 有限会社緑川工業 246-0037 横浜市瀬谷区橋戸2丁目40番地3 045-303-0261

【851】 有限会社オッフル・プロジェクト 226-0029 横浜市緑区森の台3番15号 045-929-2501

【852】 株式会社中央興業 236-0004 横浜市金沢区福浦2丁目17番地18 045-374-6437

【855】 株式会社Neox 241-0015 横浜市旭区小高町38番1号 042-813-8539

【857】 大雄建設株式会社 240-0064 横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目3番12号 045-333-9364



【858】 アオキ工業株式会社 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東4丁目57番14号 045-701-4889

【861】 ケイ・アイ工業 227-0048 横浜市青葉区柿の木台13番地12 044-532-3223

【864】 株式会社シティスケープ 222-0033 横浜市港北区新横浜2丁目14番地30 045-474-5655

【875】 有限会社リョクト設備工業 241-0802 横浜市旭区上川井町2001番地15 045-924-3822

【883】 株式会社嵐設備 245-0002 横浜市泉区緑園2丁目39番地36 090-1428-3364

【884】 株式会社高栄設備工業 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷5丁目20番6号 045-304-8978

【892】 株式会社日野興業 234-0053 横浜市港南区日野中央1丁目16番5号 045-842-1759

【900】 有限会社カワビエンジニアリング 241-0005 横浜市旭区白根3丁目27番9号ﾍﾞﾙｸﾞﾘｰﾝA101 045-951-8203

【901】 有限会社佐藤工務店 220-0062 横浜市西区東久保町35番33号 045-241-4843

【903】 株式会社ダイショー 241-0013 横浜市旭区三反田町83番1 045-442-7180

【905】 株式会社横浜みらい建設 224-0053 横浜市都筑区池辺町4704番地 045-482-6338

【907】 池谷ホーム株式会社 230-0078 横浜市鶴見区岸谷4丁目3番17号 045-571-8851

【914】 ライズ 221-0864 横浜市神奈川区菅田町183番地2　竹井テラスハウス 045-475-4059

【920】 株式会社進友建設 247-0023 横浜市栄区長倉町2番17-2号 045-515-2030

【922】 有限会社プロンプト 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1155番地2号 090-2220-3980

【923】 輝設計 224-0001 横浜市都筑区中川8丁目6番19号 045-593-6465

【925】 神中工業株式会社 232-0053 横浜市南区井土ケ谷下町18番地 045-711-1463

【926】 株式会社BLハウス 222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目23番5号 045-476-4840

【927】 株式会社リウォータ 221-0864 横浜市神奈川区菅田町985番地37 045-548-8803

【933】 株式会社カンパイ 221-0862 横浜市神奈川区三枚町248番地6 045-548-8191



【935】 髙橋設備 240-0036 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2丁目23番16号 ﾖｺﾐｿﾞﾃﾗｽ101 045-351-8832

【936】 有限会社モリヤ 245-0008 横浜市泉区弥生台74番32 045-803-9810

【941】 高田管設株式会社 236-0051 横浜市金沢区富岡東5丁目12番23号 045-771-6200

【946】 株式会社カツマタ 221-0863 横浜市神奈川区羽沢町1522番地 045-381-7798

【948】 有限会社小川設備工業 223-0061 横浜市港北区日吉2丁目15番10号 045-561-2545

【949】 株式会社内野工務店 241-0814 横浜市旭区中沢3丁目26番8号2F 045-442-7460

【950】 有限会社恩田工業 245-0053 横浜市戸塚区上矢部町2120番地15 045-813-2980

【951】 有限会社ショウ設備工業 240-0051 横浜市保土ケ谷区上菅田町415番地13 045-373-5359

【957】 株式会社航晴社 245-0051 横浜市戸塚区名瀬町2170番地 045-811-8666

【959】 双葉工業株式会社 235-0023 横浜市磯子区森3丁目8番地2号 045-751-5654

【960】 株式会社YANAGI 224-0024 横浜市都筑区東山田町198番地 045-593-3642

【961】 株式会社日本工業所 232-0066 横浜市南区六ツ川2丁目10番地13 045-711-2455

【967】 津軽商事株式会社 241-0004 横浜市旭区中白根2丁目25番18号 045-953-3299

【971】 有限会社酒井設備工事 226-0016 横浜市緑区霧が丘6丁目2番地2 045-922-2831

【974】 株式会社甲斐設備工業 233-0006 横浜市港南区芹が谷1丁目30番38号 045-435-4003

【975】 有限会社エイコー 245-0067 横浜市戸塚区深谷町1233-1 ｺｰﾎﾟｶﾅﾘﾔ101号 045-858-3561

【981】 有限会社岩野設備 245-0016 横浜市泉区和泉町1445番地 045-513-2316

【984】 三洋設備産業株式会社 232-0066 横浜市南区六ツ川2丁目40番地 045-713-3422

【985】 臨港産業株式会社 230-0076 横浜市鶴見区馬場7丁目29番9号 045-581-7432

【989】 有限会社トーショー 246-0005 横浜市瀬谷区竹村町11番地17号 045-301-3549



【990】 有限会社キムラ総合設備 221-0005 横浜市神奈川区松見町1丁目32番地の4 045-431-0951

【993】 株式会社おの上工業 226-0019 横浜市緑区中山6丁目2番40号 045-935-0727

【995】 有限会社信設計事務所 245-0067 横浜市戸塚区深谷町1252-13ﾄﾞﾘｰﾑﾊｲﾂ3号棟210 045-852-6678

【1003】 株式会社ジェス 226-0026 横浜市緑区長津田町2966番地 045-981-7209

【1009】 株式会社大勝 220-0023 横浜市西区平沼1丁目3番13号 045-326-2727

【1010】 株式会社ワック 226-0025 横浜市緑区十日市場町910番地13 045-982-2163

【1013】 STL森山建設株式会社 240-0003 横浜市保土ケ谷区天王町1丁目6番地の4ﾅｶﾑﾗﾋﾞﾙ4階 045-465-4422

【1016】 東京ガス横浜中央エネルギー株式会社 220-0045 横浜市西区伊勢町3丁目148番地 045-231-2682

【1023】 三共住販株式会社 234-0054 横浜市港南区港南台1丁目10番2号川之上ビル壱番館2階 045-832-8181

【1029】 ひなゆ合同会社 221-0825 横浜市神奈川区反町2丁目14番地1ﾏｼﾞｮﾘﾃｨｰﾋﾞﾙ2F 045-628-9821

【1032】 株式会社清水設備 244-0804 横浜市戸塚区前田町516番地13 045-410-7315

【1033】 有限会社SAIN 235-0035 横浜市磯子区田中1丁目26番4号 045-352-7896

【1036】 河野建設株式会社 223-0062 横浜市港北区日吉本町2丁目47番27号 045-563-5005

【1037】 株式会社水巧舎 245-0018 横浜市泉区上飯田町499番地2 045-801-9777

【1043】 株式会社マクティム 231-0054 横浜市中区黄金町1丁目5番地 045-242-3245

【1044】 航優技巧株式会社 224-0033 横浜市都筑区茅ケ崎東5-120 045-532-5190

【1049】 株式会社SDデザイン 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町682番地 045-392-3541

【1050】 株式会社東晃 245-0066 横浜市戸塚区俣野町1530番地1 045-390-0001

【1056】 株式会社松浦設備 235-0021 横浜市磯子区岡村3丁目11番32号　MATSUURABLDG 045-754-5451

【1057】 株式会社ソリド・ワン 神奈川営業所 227-0062 横浜市青葉区青葉台2-32-45 045-988-5890



【1058】 株式会社セシモ 224-0054 横浜市都筑区佐江戸町270番地2 045-877-7940

【1059】 積水工業株式会社 横浜支店 223-0056 横浜市港北区新吉田町5609番地 045-595-1888

【1060】 株式会社スズキ　神奈川営業所 224-0054 横浜市都筑区佐江戸町2061 045-932-3323

【1064】 株式会社ウーズコーポレーション 235-0016 横浜市磯子区磯子6丁目14番56号 045-374-5413

【1067】 株式会社横浜企画 233-0007 横浜市港南区大久保1丁目17番14号 045-367-8687

【1070】 宮本管機株式会社 224-0029 横浜市都筑区南山田2丁目36番16号 045-592-5182

【1071】 株式会社三協 220-0023 横浜市西区平沼2丁目7番23号 045-320-1677

【1075】 さくま住設工業 224-0025 横浜市都筑区早渕1丁目11番28号 045-591-9083

【1076】 栄和設備 230-0012 横浜市鶴見区下末吉3丁目12番8号 045-633-4806

【1077】 結工業株式会社 245-0018 横浜市泉区上飯田町1818-16 045-392-3942

【1078】 株式会社横浜アクア 232-0042 横浜市南区堀ノ内町2丁目146番地の16 045-568-4492

【1081】 株式会社サンユウ 221-0802 横浜市神奈川区六角橋2丁目16番7号ﾛｰｽﾞｸｵｰﾂ1階 045-620-0916

【1082】 アクアシステムズ大設合同会社 246-0026 横浜市瀬谷区阿久和南4-3-14 1階 045-489-3204

【1087】 株式会社本郷水道設備 226-0002 横浜市緑区東六郷6丁目1番17号 045-471-8439

【1088】 一管株式会社 241-0001 横浜市旭区上白根町1306-23 045-442-1090

【1089】 三輝建設株式会社 247-0002 横浜市栄区小山台2丁目29番5号 045-891-6370

【1092】 株式会社真功工業 232-0072 横浜市南区永田東2丁目40番10号 045-711-6081

【1095】 今田電気設備 231-0868 横浜市中区石川町4丁目159番地7 045-633-6424

【1096】
ティーケイケイエンジニアリング株式
会社 232-0002 横浜市南区三春台25番地 045-231-1686

【1097】 トムズ設計部 245-0053 横浜市戸塚区上矢部町1808番地1 ﾌｧﾐﾘｰｳﾞｨﾚｯｼﾞ7号 045-435-5388



【1098】
旭化成ライフライン株式会社神奈川事
業所 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-2-3 ﾅｲｽｱｰﾊﾞﾝ鶴見中央201 045-521-1070

【1099】 有限会社横宮商会 224-0026 横浜市都筑区南山田町4136番地13 045-592-7336

【1105】 青木土木工業株式会社横浜営業所 232-0003 横浜市南区西中町4丁目72番1 045-309-1991

【1109】 有限会社コヤマ住設 224-0006 横浜市都筑区荏田東4丁目15番3号 045-941-7177

【1110】 羽倉設計事務所 226-0017 横浜市緑区新治町466番地1 ｻﾏｯｸｽｵｵｻﾜ206 080-9868-2759

【1115】 浅田工業 221-0864 横浜市神奈川区菅田町1727番地17 045-472-5685

【1122】 株式会社イースト 244-0812 横浜市戸塚区柏尾町825番地11 045-820-4611

【1126】 株式会社エムケイ 224-0045 横浜市都筑区東方町2454番地2 045-949-2622

【1129】 株式会社永重興業 226-0004 横浜市緑区鴨居町2573番地6 045-932-8150

【1131】 A・T・A興業 245-0023 横浜市泉区和泉中央南5丁目3番22号 045-805-4144

【1133】 株式会社多田設備工業 226-0019 横浜市緑区中山1丁目7番16号 第三丸正ﾋﾞﾙ401号室 045-482-4424

【1142】 株式会社ネクフィル 226-0016 横浜市緑区霧が丘4丁目17番地12 045-744-6399

【1144】 株式会社みなと住建 244-0845 横浜市栄区金井町162番地1 045-852-8560

【1147】 有限会社アイシン商事 223-0058 横浜市港北区新吉田東8丁目37番24号 045-532-2005

【1148】 ワタナベ工業 224-0023 横浜市都筑区東山田1丁目30番5号 045-592-4067

【1149】 株式会社WATER WORKS WAT 220-0011 横浜市西区高島2丁目11番2号スカイメナー横浜519 042-424-0234

【1152】 株式会社友和設備工業 223-0061 横浜市港北区日吉7丁目22-53　グランシティ日吉404 090-3546-3433

【1153】 有限会社江原設備工業 236-0051 横浜市金沢区富岡東6丁目19番15号 045-776-0412

【1155】 有限会社岩本設備 241-0803 横浜市旭区川井本町87番地27号 045-954-1547

【1157】 有限会社信葉設備工業 231-0864 横浜市中区千代崎町4丁目94-86　ピュアハウス千代崎203 044-455-4163



【1158】 東京ガスエネワーク株式会社 231-0063 横浜市中区花咲町2丁目68番地 045-231-2318

【1162】 株式会社エーダイ 241-0015 横浜市旭区小高町122番地の1 045-744-7713

【1165】 株式会社鈴尚 231-0821 横浜市中区本牧原21番1-109号 045-623-2298

【1166】 日本技術工業株式会社 241-0021 横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目1番3号 045-744-8418

【1167】 有限会社下恩田商事設備社 227-0064 横浜市青葉区田奈町46番地6 045-983-0419

【1169】 有限会社三栄配管工業所 246-0013 横浜市瀬谷区相沢6丁目47番地の1 045-301-5431

【1173】 三和工業株式会社 220-0023 横浜市西区平沼1丁目33番7号 045-320-1030

【1174】 株式会社グラウンドカヴァ 240-0054
横浜市保土ケ谷区西谷2丁目1番1号　ユナイト西谷ロンバル
ディアの杜107 045-442-8512

【1175】 株式会社日本ホーム 224-0021 横浜市都筑区北山田1丁目1番18号 045-593-0309

【1176】 株式会社横浜ミサキ住設 230-0071 横浜市鶴見区駒岡1丁目37番8号 090-1859-6360

【1179】 有限会社ホソイ 233-0006 横浜市港南区芹が谷1丁目31番13号 045-821-2510

【1181】 株式会社コーシン 245-0003 横浜市泉区岡津町2235番地 045-811-4825

【1182】 有限会社土屋工業 222-0026 横浜市港北区篠原町3072番地 045-431-7250

【1183】 三豊エンジニヤリング株式会社 240-0025 横浜市保土ケ谷区狩場町169番地125 045-712-7771

【1184】 株式会社井上建設 246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西4丁目35番地5 045-465-6546

【1186】 M設備設計 231-0856
横浜市中区簑沢123番地　ハーミットクラブハウス横浜簑沢105
号室 090-4227-8552

【1187】 有限会社一空調 240-0061 横浜市保土ケ谷区峰沢町258番42号 045-442-3971

【1188】 岩崎設備 235-0043 横浜市磯子区氷取沢町150番地4　14棟402号 045-349-3087

【1190】 有限会社一由設備 232-0051 横浜市南区井土ケ谷上町21番11号 045-711-4370

【1193】 有限会社猿渡設備工業所 223-0058 横浜市港北区新吉田東4丁目10番9-1号 090-1737-3356



【1196】 有限会社オハラ設備工業 233-0012 横浜市港南区上永谷5丁目23番40号 045-843-9420

【1197】 株式会社真栄工業 224-0014 横浜市都筑区牛久保東2丁目25番6号 045-642-4175

【1198】 有限会社ケイティ工業 221-0011 横浜市神奈川区神之木台38番4号 045-433-9301

【1200】 株式会社園田設備 226-0021 横浜市緑区北八朔町1938番地46 045-931-7529

【1201】 株式会社南組 240-0044 横浜市保土ケ谷区仏向町1455番地1 045-341-6924

【1202】 株式会社古澤設備 226-0002 横浜市緑区東本郷5丁目5番3-345号 045-548-5410

【1205】 有限会社日本配管サービス 226-0017 横浜市緑区新治町474-1　ラトゥール104号 045-938-8098

【1208】 株式会社クラシアン 224-0064 横浜市都筑区平台1-20　ルネス・レヴール1階 045-943-0300


