
指定
番号 商号又は名称 郵便番号 営業所所在地 電話番号

【339】 株式会社小池設備 252-0332 相模原市南区西大沼1-18-2 042-754-8181

【347】 八千代水道株式会社 252-0244 相模原市中央区田名3846-1 042-762-2490

【410】 株式会社川島商事 252-0301 相模原市南区鵜野森2丁目11番15号 042-723-0521

【480】 有限会社トウシン工業 252-0303 相模原市南区相模大野7丁目26番2号 042-743-8676

【484】 ソウシン産業株式会社 252-0137 相模原市緑区二本松1丁目20番6号 042-771-4111

【529】 株式会社町田工業 相模原営業所 252-0202 相模原市中央区淵野辺本町5-35-7 042-758-9699

【538】 有限会社三立設備 252-0202 相模原市中央区淵野辺本町4-26-6 042-753-8870

【545】 株式会社折本設備 252-0317 相模原市南区御園4丁目5番25号 042-748-0411

【556】 進和工業株式会社 252-0234 相模原市中央区共和3丁目4番5号 042-757-1526

【559】 有限会社小糸設備 252-0335 相模原市南区下溝1039番地6 042-798-6254

【574】 有限会社岩田設備 252-0335 相模原市南区下溝2560-1 042-777-5660

【577】 有限会社田中設備工業所 252-0228 相模原市中央区並木4-4-2 042-752-9722

【586】 株式会社アイダ設計相模原モデル店 252-0216 相模原市中央区清新2-5-12 050-3173-2417

【604】 株式会社アサヒ設備 252-0232 相模原市中央区矢部3丁目8番13号 042-754-5310

【605】 木本建興株式会社 252-0239 相模原市中央区中央3丁目3番15号 042-776-0107

【629】 藤和工業株式会社 252-0301 相模原市南区鵜野森3丁目36-6ﾒｿﾞﾝ町田103 042-766-8544

【680】 有限会社さかい設備 252-0327 相模原市南区磯部180番地7 046-252-0091

【685】 有限会社イワマ設備 252-0153 相模原市緑区根小屋2573番地9 042-780-1334

【690】 有限会社杉崎水道 252-0116 相模原市緑区城山3丁目1番24号 042-782-2377



【704】 株式会社杉田設備 252-0226 相模原市中央区陽光台5丁目2番18号 042-757-1015

【740】 株式会社セイコーテクノ東京 252-0227 相模原市中央区光が丘3-13-25 042-707-8106

【741】 日本プラミング株式会社 252-0113 相模原市緑区谷ケ原2丁目10番4号 042-782-2057

【764】 アース工業株式会社 252-0318 相模原市南区上鶴間本町9丁目12番21号 042-711-7072

【835】 株式会社久島工業 252-0331 相模原市南区大野台3丁目22番29号 042-756-4337

【860】 有限会社須藤工業 252-0144 相模原市緑区東橋本2丁目13番17号 042-771-7476

【874】 株式会社池部設備 252-0132 相模原市緑区橋本台2丁目9-5 042-779-4196

【880】 ノアル総合設備株式会社 252-0134 相模原市緑区下九沢1558番地85 042-715-5507

【904】 株式会社ハギワラ 252-0336 相模原市南区当麻41番地 042-778-3511

【910】 株式会社英進設備工業 252-0311 相模原市南区東林間2丁目3番6号 042-741-5891

【912】 丸山設備 252-0201 相模原市中央区上矢部1-14-8 ﾚｵﾊﾟﾚｽ ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵⅡ 104 042-794-8842

【915】 株式会社森住興業 252-0111 相模原市緑区川尻4149番地4 042-782-8666

【917】 伊佐設備工業株式会社 252-0244 相模原市中央区田名5941番地1 042-810-0723

【928】 有限会社長田工業相模原営業所 195-0064 相模原市中央区千代田1-7-7 ﾒｿﾞﾝ相模原501 042-786-0840

【934】 有限会社大河原設備 252-0318 相模原市南区上鶴間本町8丁目45番4号 042-745-5786

【952】 株式会社小山商会 252-0243 相模原市中央区上溝347番8 042-778-1031

【972】 ライフ株式会社 252-0237 相模原市中央区千代田7丁目5番15号 042-851-4540

【1019】 工藤企画サービス 252-0227 相模原市中央区光が丘2丁目28番11号 042-707-0516

【1042】 株式会社水和設備 252-0202 相模原市中央区淵野辺本町4丁目35番9号 ｸﾞﾘｰﾝｱﾍﾞﾆｭｰB102号 042-711-7962

【1054】 有限会社シールート工業 252-0245 相模原市中央区田名塩田2丁目21番9号 042-711-9246



【1061】 株式会社KEIZO 252-0113 相模原市緑区谷ヶ原2丁目9番18号 042-783-0493

【1062】 大和建設工業株式会社 252-0243 相模原市中央区上溝3丁目20番14-101号 042-713-1178

【1072】 株式会社Lgo 252-0324 相模原市南区相武台2丁目11-11　ネオハイツ安藤201 046-289-2546

【1083】 株式会社N4エンジニアリング 252-0241 相模原市中央区横山台2丁目34番19号 042-707-7493

【1086】 株式会社相模水道商会 252-0231 相模原市中央区相模原1丁目4番14号 042-754-5050

【1090】 有限会社田中設備企画 252-0137 相模原市緑区二本松4丁目25番3号 042-703-7330

【1101】 山田設備工業所 252-0312 相模原市南区相南1丁目2番60号 042-705-8684

【1103】 株式会社光賢機構 252-0154 相模原市緑区長竹2659-1 042-780-8120

【1108】 株式会社エーピーエス 252-0143 相模原市緑区橋本1丁目2番17号メゾンさがみ202 042-703-8961

【1116】 エンリッチ株式会社 252-0154 相模原市緑区長竹3008番地1 042-780-8115

【1117】 株式会社萬田 252-0102 相模原市緑区原宿1丁目7番22号 042-783-1100

【1128】 株式会社杉本設備 252-0224 相模原市中央区青葉1丁目13番18号 042-752-9336

【1146】 株式会社東和商会相模原支店 252-0239 相模原市中央区中央4丁目5番9号ロアジス相模原3-B 042-753-6767

【1154】 有限会社インテグラル 252-0231 相模原市中央区中央3丁目14番7号3F 042-786-2016

【1163】 株式会社文明設研 252-0244 相模原市中央区田名2093番地2-2F 042-810-7347

【1171】 株式会社新木工業 252-0336 相模原市南区当麻1034番地 042-711-9579

【1180】 有限会社山田土建 252-0316 相模原市南区相模台6丁目30番19号 042-746-4613

【1185】 堀米興業 252-0331 相模原市南区大野台5丁目2番13号 042-719-7467

【1189】 三不二設備 252-0224 相模原市中央区青葉3丁目31番18号 042-711-7552

【1194】 株式会社大塚設備工業 252-0331 相模原市南区大野台1丁目18番15号 080-6745-8907



【1203】 池田設備 252-0234 相模原市中央区共和3丁目10-22ベルコート共和102 080-5014-0713


