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株式会社北斗建設 御殿場市北久原５６５番地の１１ 0550-82-6866 山幸建設株式会社 御殿場市竈２２０番地 0550-82-1942

有限会社渡設備工業御殿場営業所 御殿場市北久原５２８番地の１  East Hill106 090-3471-6296 中村水道設備工業 御殿場市竈１０７６番地の１６ 0550-82-2958

有限会社三輪水道 御殿場市仁杉８６３番地の１ 0550-89-9280 有限会社杉山溶接工業 御殿場市竈１００４番地の２ 0550-83-3975

株式会社丸勝工務店 御殿場市仁杉７６８番地 0550-89-0088 御殿場建設株式会社 御殿場市竈１４４２番地の１ 0550-84-0212

株式会社クリーンタウン 御殿場市仁杉３２９番地の２ 0550-89-0564 弥生建設株式会社 御殿場市茱萸沢９３番地の４ 0550-82-3098

管工サカエ 御殿場市中畑８８４番地の１ 0550-89-2281 有限会社岩橋設備 御殿場市茱萸沢１３２８番地 0550-82-0568

株式会社ファイン・ホーム 御殿場市永塚３２８番地の１７ 0550-88-1212 株式会社カツマタ建設 御殿場市中畑６５２番地の５５ 0550-78-6100

株式会社勝間田工業 御殿場市印野８３９番地の２ 0550-89-6883 芹澤建設株式会社 御殿場市萩原６８８番地 0550-82-0096

朋友設備有限会社 御殿場市川柳３８番地の１ 0550-88-0145 臼幸産業株式会社御殿場支店 御殿場市萩原４９６番地の１ 0550-82-0677

有限会社山下組 御殿場市塚原１２７８番地の９ 0550-82-2956 有限会社深瀬鉄工所 御殿場市萩原１４７４番地の３ 0550-82-0840

有限会社髙杉設備 御殿場市塚原６３番地の２ 0550-89-3227 株式会社ファースト 御殿場市萩原１１８０番地の２ 0550-83-8453

山郷産業株式会社 御殿場市山之尻４００番地 0550-83-2554 ノギ設備 御殿場市萩原３９６番地 0550-82-3932

有限会社セリザワ管工業 御殿場市二枚橋１１７番地 0550-82-0753 株式会社ヤゴセコー 御殿場市萩原１２７８番地の１８ 0550-83-8170

株式会社渡辺工事部 御殿場市二枚橋２９８番地の２ 0550-82-1986 株式会社アイ設備 御殿場市萩原５５２番地の１ 0550-84-8686

渡辺水道 御殿場市二枚橋１３番地の２ 0550-83-1365 有限会社仲嶋設備 御殿場市新橋８８３番地の２１ 0550-83-0735

御殿場設備工業 御殿場市二枚橋２７７番地の１ 0550-83-1354 株式会社林組 御殿場市新橋６８７番地の１ 0550-82-1750

矢嶋工業 御殿場市二枚橋８４番地の７ 0550-83-5795 薮田建設株式会社 御殿場市新橋２４８番地の１ 0550-83-4005

伊倉住器設備 御殿場市二枚橋５８０番地 0550-83-3898 岳南建設株式会社 御殿場市新橋３８５番地 0550-82-1177

株式会社フジモト 御殿場市二の岡一丁目１番７号 0550-83-7808 有限会社小野土木工業 御殿場市新橋１９７２番地の６ 0550-82-3316

株式会社テクノフジ 御殿場市東田中１７６８番地の１ 0550-82-8808 植松建設興業株式会社 御殿場市新橋４３５番地の１ 0550-82-5556

有限会社佐藤設備工業 御殿場市東田中二丁目７番１号 0550-82-3243 株式会社寿組 御殿場市新橋６６９番地の３８ 0550-70-1500

中島水道店 御殿場市東田中三丁目５番１１号 0550-83-2464 睦産業株式会社 御殿場市川島田５３５番地の６ 0550-82-0054

日管株式会社御殿場支店 御殿場市東田中三丁目２番２８号 050-9012-2063 住宅設備高栄 御殿場市川島田８３５番地の１ 0550-83-6661

湯山水道 御殿場市東田中二丁目８番２１号 0550-83-0728 株式会社勝俣組 御殿場市川島田１２８０番地の１３ 0550-89-8851

株式会社フジ総合設備 御殿場市西田中４５３番地の１５ 0550-83-7695 三晃建設株式会社 御殿場市川島田７０番地の１ 0550-82-3132

有限会社平川設備 御殿場市御殿場５１０番地 0550-83-1997 菊水商事株式会社 御殿場市川島田３３４番地の５ 0550-82-0567

有限会社コウキ 御殿場市御殿場４６０番地の６ 090-5637-8772 有限会社岸井建設 御殿場市川島田８６５番地 0550-89-2494

大津設備 御殿場市沼田８９番地の６ 0550-83-5854 有限会社トウショウ設備 御殿場市川島田５５４番地の１０ 0550-84-0263

馬場設備 御殿場市二子３８８番地 0550-87-0795 株式会社遠藤管工設備御殿場営業所 御殿場市川島田９２８番地 0550-83-9131

有限会社小松設備 御殿場市神山５０６番地の５ 0550-87-1383 株式会社富士管材機器 御殿場市川島田１７１番地の１ 0550-83-7679

有限会社勝又鉄工所 御殿場市神山１７７６番地の１ 0550-87-0027 株式会社水宝 御殿場市川島田６００番地の2 080-5137-5409

有限会社杉山工事店 御殿場市大坂２３３番地の１ 0550-87-1244 株式会社オサコー建設 御殿場市保土沢１１５７番地の５９９ 0550-89-3232

勝亦製材駿河鉄骨株式会社 御殿場市中山５１８番地 0550-87-0048 株式会社ヒラモト開発 御殿場市板妻１７０番地 0550-89-2063

勝又設備 御殿場市中山５２４番地の５ 0550-87-1130 長田水道工事店 御殿場市板妻２３９番地の１４ 0550-89-1493

鈴木設備 御殿場市駒門４３０番地の１ 0550-87-1126 有限会社長田設備 御殿場市板妻２番地の９ 0550-89-2491

大和建設株式会社 御殿場市駒門３１８番地の４ 0550-87-3060

御殿場市下水道排水設備指定工事店一覧表（市内）



令和2年8月3日現在

工事店名 所在地 電話番号 工事店名 所在地 電話番号

中外電気工業株式会社 駿東郡小山町藤曲６６番地の３ 0550-76-1311 岡本工業 三島市西若町３番７号 055-975-4777

松井建設株式会社 駿東郡小山町小山３３９番地 0550-76-0133 賀茂設備工業 三島市佐野見晴台１丁目３８番地の２ 055-913-3939

有限会社シノザキ設備工業 駿東郡小山町小山３３９番地の１６ 0550-76-0258 加藤住宅設備 三島市徳倉２丁目１４番１９号 055-987-3532

有限会社會澤工業 駿東郡小山町竹之下２８５４番地の４ 0550-76-0050 有限会社柳田工業所 三島市徳倉７９５番地の７ 055-986-9118

有限会社理水工業 駿東郡小山町一色１３７番地の２０ 0550-76-4861 野木工業 三島市徳倉３丁目１９番８号 055-986-9141

有限会社齊藤工務店 駿東郡小山町須走２９５番地 0550-75-2111 安藤設備株式会社 三島市谷田９３７番地の５ 055-972-2280

株式会社中川商店 裾野市深良３７０４番地の１０ 055-993-1555 有限会社坂本住設工業 三島市谷田２３０２番地の５０ 055-981-3969

有限会社荻田水道工事店 裾野市葛山５５２番地 055-997-0701 株式会社クラシアン 三島市柳郷地１０番地の４ 055-991-4331

有限会社杉本住宅設備機器 裾野市下和田１３３番地の９ 055-997-0983 有限会社渡辺設備 三島市青木１０番地の１　モナーク三島６０９ 055-960-9726

有限会社井上設備工業 裾野市金沢３８２番地の５ 055-997-4578 株式会社Ｙ’ｓ･ｐｌａｎｎｉｎｇ 三島市青木２１６番地の１ 055-941-7261

山崎設備 裾野市呼子二丁目６番１３号 055-997-6766 カワグチ 三島市藤代町１２番地の２ 055-976-8837

株式会社駿東管工 裾野市公文名４３１番地の３４ 055-992-5728 株式会社サンスイ設備 三島市安久２６０番地の３ 055-977-2448

髙橋設備 裾野市稲荷２１４番地の１ 055-993-1336 株式会社ワールドエンジニアリング 三島市梅名３７１番地の２ 0545-71-5099

株式会社植松水道 裾野市石脇３９９番地の１ 055-992-4644 伸弘テクノ株式会社 三島市長伏６３１番地の１ 055-977-3456

株式会社西島工業 裾野市石脇１０７番地の１ 055-993-1070 尾上水道設備 三島市大場１０８７番地の１１９ 055-972-0483

有限会社北住設機器 裾野市茶畑１４５３番地の７ 055-993-1250 株式会社東海設備 三島市南町１番９号 055-975-2235

工管設 裾野市茶畑２７９番地の１ 055-993-1603 有限会社宝泉社設備 三島市南本町５番３３号 055-981-6977

有限会社Ｍ．Ｋアクアサービス 裾野市茶畑８６番地の１ 055-992-6599 有限会社アサノ設備 伊豆の国市四日町１０７２番地の１ 055-949-5567

有限会社杉山設備工業 裾野市平松５６２番地 055-993-3030 有限会社横山設備 伊豆の国市四日町８７３番地の９ 055-949-2883

株式会社小島屋商会 裾野市須山５７７番地の３ 055-998-0019 松井設備 伊豆の国市原木４４６番地の１６ 055-940-2215

有限会社佐野工業所 駿東郡清水町伏見１４番地の２ 055-975-4296 大仁住宅設備センター 伊豆の国市守木３６２番地の１ 055-876-0340

有限会社谷設備 駿東郡清水町徳倉１１０３番地の３ 055-932-5214 有限会社飯田設備 伊豆の国市三福１６３番地の３ 0558-76-4494

川﨑設備 駿東郡長泉町上長窪２９０番地の１８ 055-987-3590 有限会社パイプテックス 伊東市岡４２０番地の２ 0557-47-3242

大嶋設備工業 駿東郡長泉町下土狩４１７番地の３ 055-987-2895 古郡工業株式会社 伊豆市市山５２５番地の１ 0558-85-0505

株式会社岩埼ホームサービス 駿東郡長泉町竹原３９６番地の３ 055-971-9381 矢田住設 田方郡函南町畑毛２２９番地の１１ 055-979-7220

関設備 駿東郡長泉町竹原２４８番地の１ 055-989-3421 岡田設備工業株式会社 田方郡函南町畑毛219番地の1 055-979-3977

有限会社アズマ設備 沼津市新沢田町１３番地の１０ 055-923-3853 原設備工業 田方郡函南町柏谷８０２番地の７ 055-979-0822

株式会社ネクスト設備 沼津市中沢田４７３番地の４ 055-921-4051 有限会社久保田設備 富士市松岡１４２７番地の２６ 0545-62-6559

永光エンジニアリング株式会社 沼津市西沢田３１０番地の１ 055-925-1800 株式会社カンセツ 富士市松岡１６７６番地の８３ 0545-61-2604

三友水処理株式会社 沼津市西沢田字西荒２１０番地の３ 055-921-6244 株式会社一商会 富士市今泉２５６８番地の１ 0545-21-1319

株式会社ＳＰＡＣＥ 沼津市岡宮９６４番地の１２ 055-943-5111 株式会社 新東 富士市今泉２８２６番地の８ 0545-88-2532

株式会社一水工業沼津営業所 沼津市大岡２７４１番地の１ 055-924-7976 有限会社小林工業設備 富士市依田原町３番１号 0545-52-5304

株式会社大石設備 沼津市大岡５２５番地の７ 055-962-7216 有限会社 笠井技建 富士市永田北町８番１号 0545-51-7444

東工業株式会社 沼津市大岡２２８６番地の３ 055-921-1796 有限会社芙蓉管工 富士市伝法１４８７番地の２ 0545-55-3456

株式会社仁和工業 沼津市大岡２８２３番地の１ 055-957-2070 株式会社　ＹＯＳＨＩＫＡＮ 富士市大淵１０１８番地の７ 0545-35-7056

有限会社 ケイエス企画 沼津市大岡２７４１番地の１ 055-929-6454 有限会社宮本設備 富士市増川５１２番地の５ 0545-34-3791

株式会社朝倉工業 沼津市大岡２３９１番地の３４ 055-963-3888 株式会社アイワ 富士市中里４３１番地の２ 0545-38-1234

株式会社ＳＡＮＫＩ 沼津市筒井町１７番地の２ 055-922-9804 有限会社澁谷設備工業所 富士市大野新田７６番地の１ 0545-33-0397

株式会社丸峯商会 沼津市米山町１０番３０号 055-921-2334 有限会社スギサワ住宅機器 富士市比奈１１１０番地の３ 0545-34-2560

有限会社守屋工業所 沼津市沢田２３２番地の１ 055-921-8786 有限会社矢崎設備 富士宮市宮原１５７番地の１ 0544-24-7889

有限会社大木設備工業 沼津市寿町１４番２２号 055-921-9101 株式会社山桂 富士宮市富士見ケ丘６７７番地 0544-27-0155

エイショウ株式会社 沼津市若葉町３番４６号 055-921-6606 株式会社ショウトクワーク 富士宮市舟久保町５番地の６ 0544-22-6206

愛管株式会社沼津営業所 沼津市宮前町１１番地の５ 055-924-3200 鈴木設備 富士宮市小泉１６４１番地の３８ 0544-24-6733

株式会社リブテック 沼津市足高３１９番地の１１６ 055-939-6010 株式会社前島工業 富士宮市阿幸地町１２３番地 0544-26-1406

沼津設備工業株式会社 沼津市大手町四丁目２番７号 055-962-2988 有限会社大宝 富士宮市猪之頭４６７番地の２ 0544-52-0627

株式会社植松設備工業 沼津市下香貫牛臥３０４４番地 055-931-2476 株式会社藤伸設備サービス 富士宮市山宮１５７０番地の４ 0544-58-3529

株式会社レイダン 沼津市下香貫藤井原１６５１番地の１ 055-931-2947 ウォーターサポート小林 富士宮市北山７４２９番地 0544-29-1970

有限会社千本設備工業所 沼津市常盤町三丁目１２番地の３ 055-963-4487 有限会社鈴木設備 富士宮市下条７３番地 0544-58-0641

株式会社フジネエンジニアリング 沼津市松長７４５番地の３ 055-921-3820 有限会社村松設備 富士宮市大岩３５６番地の７ 0544-22-4388

株式会社井戸松 沼津市末広町１１６番地 055-962-1306 有限会社隼設備 富士市厚原１７６３番地の１ 0545-30-6860

有限会社コバリ設備 三島市塚原新田７４番地の２ 055-983-6141 清一設備 富士市厚原１８５９番地の２１ 0545-71-5099

藤沢設備工業 三島市川原ヶ谷１３７番地 055-975-7336 株式会社アオノ 富士市久沢１１１９番地の８ 0545-71-7071

有限会社岩下設備 三島市加茂２５番２１号 055-971-2912 株式会社総合設備・正克 富士市中之郷７６３番地 0545-81-0258

加藤テック株式会社 三島市幸原町二丁目１８番５１号 055-986-2553 株式会社伸栄 静岡市葵区川合三丁目１３番１号 054-261-3599

株式会社丸冨士 三島市幸原町一丁目１番１０号 055-986-0022 朝比奈設備株式会社 静岡市駿河区池田８９５番地の１ 054-264-2121

片野設備株式会社 三島市大宮町三丁目３番１２号 055-971-2205 宮城設備株式会社 静岡市清水区押切１６４４番地 054-346-1041
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