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1 青木工業所 青木　慶三 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1963 0465-63-3421

3 ㈲山田建業 山田　臣悟 神奈川県足柄下郡真鶴町岩780-2 0465-68-1652

5 ㈱ビーワン 石井　保行 神奈川県大和市中央林間1-6-2 046-274-0321

7 真洋工業 宇賀 洋次郎 神奈川県足柄下郡真鶴町岩297 0465-68-5562

8 ㈱西湘設備工業 穂谷野 雅史 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4341-3 0465-82-9916

9 米山配管 米山　芳治 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜109-13 0465-64-0307

10 ㈲平塚パイピング 野口　創 神奈川県平塚市岡崎2816-1 0463-58-9058

11 ㈲青木設備 青木　務 神奈川県足柄下郡真鶴町岩189-1 0465-68-3158

13 ヤマザキ設備 山崎　昭夫 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1979-29 0465-63-7890

14 ㈱熊沢工務店 熊澤　克彦 神奈川県小田原市久野2319 0465-34-2511

15 ㈱ニッテク 西島　修 神奈川県小田原市蓮正寺774-1 0465-36-1761

16 ㈱西山工務店 西山　宗秀 神奈川県小田原市飯泉833-4 0465-48-3848

17 ㈱若尾管工 石川　秀明 神奈川県小田原市堀之内315 0465-37-3366

18 ㈱菊池商店 菊池　芳史 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜258 0465-62-5563

20 ㈱ヨコレイ 有井　清 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町657 045-381-4501

21 三栄管工業㈱ 川瀬　公之 神奈川県小田原市久野469 0465-34-6816

22 アソー熱工業㈱ 関野　功 神奈川県小田原市中曽根31-12 0465-36-7830

25 ㈱伊藤工務店 伊藤　秀夫 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上732 0465-63-1757

28 ㈱中央工業 田中　昌寛 神奈川県小田原市曽比1859 0465-36-4435

30 ㈲和田設備工業 和田　圭一 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋716-２ 0465-64-1477

32 五菱設備工業㈲ 髙橋　富男 神奈川県平塚市片岡1250-9 0463-59-6791

33 タシロ総合設備㈱ 田代　博信 神奈川県小田原市飯田岡107 0465-36-7219

37 ㈲にし設備 西山　知宏 神奈川県平塚市山下1080 0463-33-3925

39 積水ハウス建設東京㈱ 三浦　淳一 神奈川県横浜市港北区新羽町815番地 048-434-0111

40 ㈱ナカネン 中村　勝信 神奈川県小田原市曽我原238 0465-42-0458

41 ㈱神成工業 石井　一成 神奈川県南足柄市狩野672 0465-74-0393

43 山羽工業㈱ 山根　格 神奈川県藤沢市渡内2-2-7 0466-25-5046

46 沖山設備 沖山　正雄 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋783-6 0465-62-1388

50 ㈲工藤設備 工藤　文雄 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下728-9 0465-63-0575

52 ㈲島袋鉄工所 島袋　令徳 神奈川県足柄下郡湯河原町中央1-18-5 0465-62-4316

54 杉山管工㈱ 杉山　孝司 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上82-7 0465-62-3175

55 ㈲ナミフサ設備 波房　崇宏 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋335-12 0465-62-9295

57 ㈲内木水道工業 内木　意雄 神奈川県小田原市蓮正寺946 0465-36-3412

59 ㈲大伸設備 杉山　慎 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋692 0465-63-3844

62 ㈲スドウ工営 須藤　公司 神奈川県小田原市鬼柳799-10 0465-39-2021

63 ㈱みどりや 露木　徳英 神奈川県秦野市寿町6-6 0463-81-0039

64 ㈲たかなみ 川井　利勝 神奈川県横須賀市太田和3-1203 046-856-7817

65 ㈱イタクラ 板倉　隆 神奈川県足柄下郡湯河原町門川31-2 0465-63-3562

66 稲木設備工業㈱ 稲木　勝郎 静岡県伊東市宇佐美1755-12 0557-48-9824

67 フロンティア１㈱ 鈴木　大介 神奈川県小田原市寿町1-1-12 0465-35-2038

68 三恵総業㈱ 三橋　綱範 神奈川県南足柄市怒田56-1 0465-73-2365

69 ㈱クラシアン 鈴木　一也 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 045-473-8751

70 ㈱エフテクノス 藤田　秀樹 神奈川県小田原市蓮正寺303-2 0465-39-3906

71 ㈱髙畠配管所 髙畠　敏栄 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野211 0460-82-2577

72 ㈱扇設備工業 山田　享樹 神奈川県小田原市寿町3-3-13 0465-34-2489

73 ㈲椿建設 髙橋　浩 神奈川県足柄下郡湯河原町中央4-12-24 0465-63-8031

75 日本総合設備㈱ 西部　康之 神奈川県小田原市扇町5-20-26 長浜ﾊｲﾂ201 0465-35-1499

76 光南管工業㈲ 一藤木 久美子 神奈川県小田原市浜町1-9-13 0465-22-8916

77 ㈱テクノス三和 中村　豊 神奈川県大和市渋谷5-18-１ 046-267-6068
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78 ㈲日向設備工業 川口　幸正 神奈川県小田原市久野3459-4 0465-34-4592

79 ㈲中島商会 中嶋　直人 神奈川県小田原市桑原182-4 0465-36-0061

80 ㈲西湘プラミング 望月　浩行 神奈川県小田原市栢山1065-9 0465-37-9042

81 ㈲亀田設備工業所 亀田　純一 神奈川県茅ヶ崎市今宿686 0467-57-0114

82 ㈱杉田設備 板津　恭司 神奈川県小田原市西大友70-2 0465-36-1677

84 ㈲川井設備 川井　昇 神奈川県藤沢市高倉549 0466-44-0903

85 ㈲西村組 西村　淑子 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴483-5 0465-68-0415

86 ㈱エスワイ 湯川　重男 神奈川県小田原市羽根尾67-1 0465-43-1854

88 ㈱オアシスソリューション 小川　隆玄 東京都豊島区池袋2-23-21 03-5396-7141

89 ㈲フジ管工設備 細野　喜裕 神奈川県伊勢原市日向1155 0463-93-5284

90 スギヤマ設備 杉山 美起也 神奈川県小田原市鴨宮137-6 0465-43-9277

91 ㈱アクアプラス 勝間田 大右 静岡県静岡市葵区春日2-3-21 054-652-2190

93 ㈱エスバイエス 定石　明 静岡県静岡市葵区大岩2-29-8 054-249-1500

94 ㈱塚原設備工業 山口　修一 神奈川県南足柄市塚原3369-1 0465-74-2236

95 ㈱山本工務店 山本　健一 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口2434-22 0465-81-2370

96 ㈱イースマイル 島村　禮孝 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

97 サラ設備 鴨志田 正博 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5-5-15 0465-43-6056

98 中央日化サービス㈱ 森永　隆二 千葉県千葉市花見川区犢橋町1627-12 043-259-2971

99 吉浜エンジニアリング㈱ 窪田　哲也 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥3-1-10 0465-60-0663

100 ㈱アクアライン 大垣内　剛 広島県広島市中区上八丁堀8-8 第一ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F 082-502-6644

101 ㈱Ｎ４エンジニアリング 大西　規夫 神奈川県相模原市中央区横山台2-34-19 042-707-7493

102 ㈱アース設備 杉田　明男 神奈川県小田原市飯泉585-30 0465-45-0821

103 ㈱センナリ 鈴木　裕也 神奈川県小田原市鴨宮893-1 0465-49-0346

104 ㈱茅ヶ崎設備工業 深谷　祐介 神奈川県茅ケ崎市みずき2-21-9 0467-39-6240

105 真碧工房 杉崎　光美 静岡県熱海市泉240-217 0465-62-6039

106 ㈱オガワ 小川　隆通 神奈川県小田原市曽我光海16-3 0465-42-7087

107 ㈱リモクラス 佐渡　誠 神奈川県平塚市見附町17-14 0463-73-7655

108 ㈱ＪＲＣ 秋元　次雄 神奈川県小田原市栄町2-12-45 0465-32-1313

109 住総サービス 中島　敏 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1292-57 0465-20-3844

110 竜馬設備工業 水口　竜弥 神奈川県足柄上郡大井町山田672-33 090-6300-5033

111 ㈱クリーンライフ 元村　祐次 大阪府吹田市広芝町6-10 06-6821-6133

112 一誠設備 大山　一誠 神奈川県茅ケ崎市松尾9-1-202 080-5197-9377

113 ㈲山内管工事 伊藤　宏隆 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246-1071 0460-84-8294

114 ㈲杉﨑設備工業 杉﨑　誠 神奈川県高座郡寒川町小谷1530 0467-74-1837

115 住宅・漏水・メンテナンス 平川　喜幸 神奈川県秦野市鶴巻南4-5-11

116 ㈲土屋商店 土屋　元弘 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴411 0465-68-1211

117 マルコウ設備 入江　茂樹 神奈川県小田原市東町5-3-41-1 070-6469-9622

118 ㈱吉川設備 工藤　繁美 神奈川県秦野市名古木3-3 0463-81-2447

119 藍建㈱ 村山　竜治 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-47-3 0463-81-2447


