牧 之 原 市 指 定 の 給 水 装 置 工 事 事 業 者 一 覧 表
工

事

店

名

住

所

（ 令和2年7月末時点 ）

電話番号

(株)シンドウ商店

牧之原市静波２１６５－１０

0548-22-2229

(有)不二設備

牧之原市波津２－１４８

0548-52-2370

(株)杉山水道工業

牧之原市静波２０３１－３

0548-22-0858

(株)竹内鉄工

牧之原市相良１４２－１

0548-52-0447

(株)神谷鐵工所

牧之原市大江６５８－１３－１－１

0548-52-0387

相良物産(株)

牧之原市波津１０２

0548-52-1500

小原鉄工所

牧之原市細江４１３９

0548-22-0715

(株)牧南社

牧之原市白井６４５

0548-54-0555

(株)アライ

牧之原市細江２９３０

0548-22-1626

(有)寺田設備

牧之原市静波３３７２－２

0548-22-2320

(有)山本水道工業

牧之原市細江８４１

0548-22-3036

(有)赤堀水道

牧之原市須々木４２４

0548-52-0734

(株)フォルテ静岡

牧之原市細江1846-1

0548-22-0690

(株)池田プロパン商会

牧之原市静波１２４２－５

0548-22-0328

杉山設備

牧之原市大江６３８

0548-52-1327

(有)マスダ

牧之原市静波１１１５－６

0548-22-0843

(株)榛南水道

牧之原市波津１７３７－１

0548-52-0769

本目商事(株)

牧之原市地頭方９３５－９

0548-58-0005

曽根鉄工所

牧之原市落居４６２

0548-58-0207

(株)ヤマモト

牧之原市新庄３８－１

0548-58-0020

(有)畑設備興業

牧之原市片浜５７２－２

0548-22-2162

(有)トシズ

牧之原市堀野新田４６２－１

0548-58-2208

安西鉄工所

御前崎市白羽３５２０－３３

0548-63-2874

(株)セントラルパイピング

浜松市東区笠井新田町１１００

053-431-4711

(株)勝栄

藤枝市高柳３－３０－４９

054-635-8186

村松電気

吉田町川尻３０４６－５

0548-32-2003

さくら設備工業(有)

藤枝市大東町２７３－５

054-636-6189

(株)青野設備工業所

菊川市加茂２９９８－５

0537-36-1155

(株)池ケ谷設備工業所

焼津市上小杉８４３－１

054-622-1439

協和水道(株)

掛川市上垂木２５５５

0537-26-1331

(株)フルカワ

御前崎市御前崎４４０１－８

0548-63-2263

(有)杉山設備

静岡市清水区沼田町５－２６

0543-34-1106

(有)瀧設備

島田市湯日７１４－２

0547-38-3119

(株)福泉

焼津市藤守２２９３－１

054-622-1260

(株)トダックス

掛川市細谷４２７

0537-26-2161

太田電気

島田市阪本１３２９－２６

0547-38-1511

高塚設備

御前崎市白羽８１２２－１１

0548-63-2736

福文電設(株)

吉田町住吉２９８７

0548-32-1263

(有)日新栞盈工業

吉田町住吉１３８３－７

0548-32-5384

(株)志太設備工業所

焼津市下江留７１７

054-622-0369

大井川支店

工

事

店

名

住

所

電話番号

ツカサ設備(株)

静岡市駿河区丸子芹ヶ谷町２－１１－４

054-258-6181

松林鉄工(株)

御前崎市御前崎１８５７

0548-63-2126

沢入配管

御前崎市御前崎５６－１７

0548-63-2606

(有)光電気

牧之原市静波１０９４－１

0548-22-5677

(有)マスダ

牧之原市波津７１４－１

0548-52-2017

宮村工業(株)

吉田町神戸３１９２－３

0548-32-3817

(株)エクノスワタナベ

藤枝市緑町１－５－１０

054-643-7707

マルマツ工業(株)

御前崎市白羽７０８９－１

0548-63-5688

(株)大和工機

静岡市葵区梅屋町４－８

054-263-2332

鈴木電気

吉田町神戸１６５５

0548-32-0502

森下商事(株)

島田市金谷栄町３４６－６

0547-46-2121

(株)河原崎配管

御前崎市池新田４８６０－１

0537-86-2114

(有)三久配管工業

掛川市国安５０１

0537-72-5030

朝日設備(株)

島田市稲荷３－７－３４

0547-36-2816

(有)常盤商会

島田市宝来町４－３０

0547-37-2722

清水設備工業所

御前崎市佐倉１１８６－２

0537-86-3595

(有)沢田設備

御前崎市新野４１９９－１

0537-86-3849

(有)エイケイ赤堀工事

掛川市川久保７４５－１

0537-74-3340

(有)牧野設備

島田市金谷栄町３３８－３

0547-46-2618

(有)小笠原産業

静岡市清水区庵原町５８９－２４

0543-64-0935

(有)星友総合設備

掛川市中方４６７－１

0537-74-4446

大同エレックス(株)

吉田町川尻１２０２－１

0548-32-0662

(有)鈴木住宅設備

掛川市中方１２７－１

0537-74-3949

つぼい工業(株)

浜松市北区三方原町８７４－５

053-438-1111

(株)増商

島田市金谷河原１０１８

0547-45-2145

セーフティ工業(株)

浜松市中区高丘西２丁目２２－２

053-438-2660

(株)山善工業

藤枝市上当間２７３－１

054-641-3173

(株)伸栄

静岡市葵区川合３－１３－１

054-261-3599

光陽エンジニアリング(株)

静岡市駿河区下川原４－２６－２８

054-257-3331

庭忠造園土木

菊川市河東４３２３

0537-73-3572

(有)吉田電設

吉田町住吉２１３７－１

0548-32-3138

オザワ設備

藤枝市田沼３－２２－２８

054-635-1072

(株)トムラシーエルデー

藤枝市高洲５－６

054-635-2929

萩原水道設備

御前崎市御前崎１１９－２８

0548-63-3098

(有)東海ポンプ工務所

焼津市駅北２－１８－９

054-627-9000

(有)林配管

掛川市大坂６６３１

0537-72-5515

ヨシゾエ水道工業

吉田町神戸２４１８－３

0548-32-5855

凰栄建業(株)

御前崎市塩原新田１１４２－４

0537-86-3753

伊藤設備

御前崎市比木４３３－２

0537-86-5400

ハローガス(株)

焼津市石津中町１７－１２

054-623-8686

(有)海野鉄工所

御前崎市池新田４３４９－１

0537-86-2051

株式会社まつだ配管

掛川市幡鎌６８６－１

0537-26-3261

工

事

店

名

住

所

電話番号

匂坂配管

掛川市国安１２９０－５０

0537-72-5568

(株)大丈

焼津市小屋敷３８－１

054-628-5148

(株)鈴木土建

牧之原市堀野新田１６１

0548-58-0104

大晃設備

吉田町住吉１６０６－３

0548-33-3347

大石設備

牧之原市静波３９３－１

0548-22-0424

(有)カワムラ

島田市牛尾３６６－４

0547-46-2735

岡村設備(株)

焼津市下江留２３０－１

054-622-7582

ヤママツ巧管(株)

吉田町住吉４７１６－１０

0548-32-1357

杉本配管工業

島田市番生寺１６９

0547-46-0184

紅林建築

牧之原市女神４４２－８

0548-54-0135

中央電工(有)

牧之原市菅ケ谷２７９７

0548-87-2378

おおい設備

吉田町住吉２４７３－１

0548-32-6523

(株)平野工業

焼津市三和１５５１－２

054-624-5735

(株)河原崎商事

牧之原市菅ヶ谷２０７９－１

0548-87-2226

(有)水道屋しばた

静岡市葵区門屋２８６－２

054-297-5163

(有)富岡ポンプ工業所

藤枝市内瀬戸３２－２

054-641-0346

(株)北伸

浜松市中区早出町１２０４－７

053-463-7555

(株)青島工業

藤枝市志太２－２０－１２

054-641-2785

(有)ヨコヤマ

藤枝市上当間５３１－２

054-644-0138

鈴昇設備

御前崎市比木４１３３

0537-86-5329

(有)三矢設備

静岡市駿河区下川原南２１－９

054-257-6556

(株)藤設備工業所

静岡市駿河区丸子４－１９－１０

054-259-4427

(株)一商会

富士市今泉２５６８－１

0545-21-1319

日比谷総合設備(株)静岡営業所

静岡市葵区春日二丁目１１－２１

054-255-7073

(有)マルスギ

御前崎市池新田２６３１－１

0537-85-8484

(株)浅岡工業

掛川市中央２－１１－１３

0537-24-2611

㈱五光設備

島田市野田６１８－１２

0547-35-0519

(株)大建

吉田町川尻２２８

0548-32-0831

(株)サカエ

静岡市葵区新通１－２－８

054-251-3009

共和設備(有)

菊川市本所１０１３－１７

0537-35-2714

(有)カネコ住設

藤枝市岡部町村良４２３－２

054-667-1406

日管(株)御前崎支店

御前崎市池新田８３３番地１７

0537-85-0150

(株)プラマテック

牧之原市静谷１７７６－１１

0548-22-5038

ヒロ設備

藤枝市大東町７１３番地の６

054-637-1815

(株)奥山設備

焼津市柳新屋４５７番地の３

043-629-8751

積和建設静岡(株)

藤枝市平島３６３番地の１

054-646-2600

田中土建工業(株)

焼津市藤守２１２８

054-622ｰ1540

渡邊設備

御前崎市下朝比奈１９８４－１

0537-86-5785

Ｐ・Ｓ工業

島田市三ツ合町１２２８－１

0547-37-3157

(株)ホリネン

掛川市葛川８６８番地３

0537-24-2339

(有)野澤設備

静岡市駿河区中田２丁目５番７号

054-282-2728

㈱アクティスト

吉田町神戸２０６５－２

0548-33-1705

(有)髙松ボイラー水道工業所

焼津市栄町５丁目１１番３４号

054-629-2015

工

事

店

名

住

所

電話番号

愛管(株)

浜松市北区都田町8501番地の2

053-428-7010

(株)クラシアン

神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目２番地１

0120-500-500

(有)伸和テック

湖西市新居町新居２９２２－２

053-595-3161

岩堀電設(株)

牧之原市大江１２６０－４

0548-52-0548

(有)雄大配管

御前崎市池新田１３０－１

0548-86-6428

(株)スイコー

吉田町住吉３７１７－１

0548-33-0393

大石設備

藤枝市兵太夫５２０番地の３

054-636-9740

青島ポンプ工業(株)

焼津市本町６丁目１４番１０号

054-628-2153

(株)日成管興

浜松市西区篠原町２１４４０－２

053-449-3350

(株)ライフケア加藤設備

菊川市富田１－１４

0537-37-0727

Ｙ'Ｓ設備

牧之原市汐見台５－１８

0548-52-6350

(株)小峯商会

浜松市中区上島一丁目１０番２２号

053-472-4111

(有)村本配管工業

焼津市下小田７９６－１

054-624-9556

シーン・プロジェクト(有)

掛川市八坂４４４－１１

0537-20-0020

石田設備

掛川市千浜６４３２

0537-72-1785

花枝設備

掛川市大坂６２５４－１

0537-72-6138

ＮＫ設備（株）

吉田町神戸８５８－２

0548-33-9136

二羽設備

牧之原市西萩間５１０

0548-54-0152

(有)清港管理設備センター

焼津市大住１０１－１

054-629-7751

ソネスイ

吉田町住吉５１７－４６

0548-33-0777

静岡浄設(株)

静岡市駿河区下川原２丁目２９番１６号

054-257-8552

(株)スズヨシ興業

掛川市中方６３３番地

0537-74-5677

ＫＡＩ設備

御前崎市白羽３９５２番地の１

0548-63-5272

水道工業松田

島田市向島町２９７６－１０

0537-36-9396

(有)フジ住設

磐田市見付１４３１番地の１３

0538-32-8546

(有)ＪＣＹ

静岡市駿河区丸子３４３６－６

054-257-6301

(有)アイバン

焼津市田尻８６５番地の１

054-623-6627

長谷川設備

島田市元島田９０３３番地の１１

0547-37-9492

㈱アクオリティー

牧之原市東萩間１３０９番地

0548-54-0760

飯塚電気商会

牧之原市勝間４３２番地５

0548-28-0118

(有)佐藤設備

島田市御仮屋町７６２５番地の５

0547-36-2200

宮崎設備

藤枝市大洲２丁目２７番地の２３

054-635-3836

(株)アクアプラス

静岡市葵区春日２丁目３－２１

054-652-2190

(有)河村配管

菊川市西横地324番地

0537-36-2206

岡村配管

御前崎市池新田6156

0537-86-5674

(株)坂田設備

藤枝市天王町3丁目5-22

054-641-6467

(株)アシスト

静岡市葵区唐瀬2丁目13番1号１Ｆ

054-207-8117

中遠環境保全㈱

掛川市八坂317番地3

0537-27-1248

朝比奈設備㈱

静岡市駿河区池田８９５－１

054-264-2121

三菱電機システムサービス㈱

東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号

03-5431-7750

明管工業(株)

浜松市東区北島町50番地

053-421-7331

村松配管(株)

浜松市浜北区小林664番地の9

053-587-2573

NKシステム

焼津市大島1595-3

054-625-1868

工

事

店

名

住

所

電話番号

(株)イースマイル

大阪市浪速区敷津東3-7-10

06-6631-7449

東海設備(株)

焼津市八楠二丁目30番1号

054-620-7077

(株)らいふIN

袋井市広岡1452-16

0538-30-6640

㈲大一配管

焼津市小川2980-2

054-624-4217

(株)アクアライン

広島県広島市中区上八丁堀8番8号第1ウエノヤビル6F

082-502-6644

カトー工業(株)

藤枝市瀬古一丁目15-7

054-645-5420

ニシオ設備

牧之原市大沢92-26

0548-88-9033

(有)松浦管工

吉田町川尻688-1

0548-32-0493

㈲丸井配管工業

浜松市西区舘山寺町1858-1

053-487-0141

PLUS1

浜松市中区高丘西一丁目24番18号東雲館202号室

053－522-8126

ヤマザキ設備

牧之原市細江508-3

090-8188-6647

岬設備

御前崎市白羽6099-1

090-6808-1908

山本管工

島田市道悦3-4-6

090-7037-6178

柴工業㈱

静岡市清水区北脇399

054-346-0001

㈱慧心産業

静岡市駿河区寿町16番29号田中ﾋﾞﾙ101号室

054-654-1580

㈱N-Vision

広島市中区鶴見町8-57

082-275-5227

㈲ヤマヨ設備工業所

静岡市葵区大岩三丁目28-31-6

054-247-1710

山田設備

島田市相賀1137-2

0547-32-0350

株式会社 ブロウテック

吉田町神戸239-2

090-9185-2110

松林建設株式会社

御前崎市御前崎21-29

0548-63-4665

藤浦工業

静岡市清水区横砂本町2-1

054-367-2361

ハタラク株式会社

静岡県静岡市葵区清閑町14-21

054-266-3656

株式会社エスバイエス

静岡市葵区大岩2-29-8

054-249-1500

スルガ設備

藤枝市高柳3-19-6

054-631-7743

株式会社タカギ

福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1

093-962-0941

※順不同

計 206件

