指定工事店一覧表

三島市

旧市街
商号・名称

岡本工業
片野設備 株式会社
株式会社 東海設備
有限会社 宝泉社設備
有限会社 植田管工設備
ベルデワークス
三島土木建築 株式会社

三島市

三島市
郵便番号
411-0038
411-0035
411-0842
411-0841
411-0831
411-0848
411-0842

所在地・住所
三島市西若町3番7号
三島市大宮町3丁目3番12号
三島市南町1番9号
三島市南本町5番33号
三島市東本町2丁目7番44号
三島市緑町16番2号
三島市南町13番1号

電話番号
055-975-4777
055-971-2205
055-975-2235
055-981-6977
055-971-1355
055-972-2992
055-975-0414

郵便番号
411-0031
411-0044
411-0031
411-0044
411-0023
411-0031
411-0044
411-0028
411-0041
411-0045
411-0047

所在地・住所
三島市幸原町二丁目18番51号
三島市徳倉三丁目1番60号
三島市幸原町一丁目1番10号 石井ビル1F
三島市徳倉795番地の7
三島市加茂25番21号
三島市幸原町二丁目２１番３９号
三島市徳倉二丁目14番19号
三島市富士ビレッジ46番13号
三島市佐野見晴台１丁目38番地の2
三島市萩235-1
三島市佐野336番地

電話番号
055-986-2553
055-988-7200
055-986-0022
055-986-9118
055-971-2912
055-980-5256
055-987-3532
055-986-9083
055-913-3939
055-987-1616
055-992-0521

北上地区

商号・名称
加藤テック 株式会社
有限会社 本間水道工業所
株式会社 丸富士
有限会社 柳田工業所
有限会社 岩下設備
株式会社 フジモト 三島支店
加藤住宅設備
有限会社久保設備
賀茂設備工業
有限会社 増田工業
二ノ宮建設株式会社

錦田地区

商号・名称
東名設備
藤沢設備工業
安藤設備 株式会社
有限会社 田辺設備工業
有限会社 高田燃料
有限会社 大陽設備
有限会社 坂本住設工業
有限会社 ワタナベ住設
加藤管工
有限会社 コバリ設備
増島設備
石井管工設備
鶴よし建設 株式会社
蛇口倶楽部
田中土建 株式会社
テクニカル石川

三島市

平成31年1月28日 現在
郵便番号
411-0801
411-0022
411-0801
411-0013
411-0801
411-0801
411-0801
411-0801
411-0801
411-0016
411-0018
411-0014
411-0015
411-0833
411-0801
411-0801

所在地・住所
三島市谷田127番地の5
三島市川原ヶ谷137番地
三島市谷田937番地の5
三島市三ﾂ谷新田320番地の2
三島市谷田（小山中島）114番地の24
三島市谷田夏梅木764番地の22
三島市谷田2302番地の50
三島市谷田（夏梅木）770番地の20
三島市谷田311番地の2
三島市塚原新田74番地の2
三島市初音台16番地の9
三島市玉沢298番地
三島市市山新田90番地の6
三島市中291番地の7
三島市谷田2271番地の730
三島市谷田（夏梅木）731番地の6

電話番号
055-971-4333
055-975-7336
055-972-2280
055-975-3631
055-975-2880
055-971-0881
055-981-3969
055-971-0483
－
055-983-6141
055-971-5296
055-972-7221
055-991-6600
055-975-8564
055-984-1707
055-973-8616

郵便番号
411-0824
411-0824
411-0815
411-0835
411-0803
411-0821
411-0811
411-0816
411-0823
411-0811
411-0824
411-0803

所在地・住所
三島市長伏8番地の1
三島市長伏631番地の1
三島市安久260番地の3
三島市玉川411番地の6
三島市大場1087番地の119
三島市平田128番地の1
三島市青木10番地の1 モナーク三島609
三島市梅名371-2
三島市御園639-3
三島市青木216番地の1
三島市長伏286番地の5
三島市大場379番地の13

電話番号
055-977-1113
055-977-3456
055-977-2448
055-972-8202
055-972-0483
055-976-9927
055-960-9726
055-984-1244
055-977-6380
055-941-7261
055-941-6318
055-977-3695

中郷地区

商号・名称
有限会社 加藤設備
伸弘テクノ 株式会社
株式会社 サンスイ設備
直住設
尾上水道設備
協栄設備 有限会社
有限会社 渡辺設備
株式会社 ワールドエンジニアリング

公設管工
株式会社Ｙ’ｓ・ｐｌａｎｎｉｎｇ
山幸建設 株式会社
あいおい水道メンテナンス

指定工事店一覧表

沼津市
商号・名称
株式会社 植松設備工業
三友水処理 株式会社
有限会社 駿河設備工業所
有限会社 鈴木水道工業所
有限会社 沼津三基
有限会社 マスヤ浄化設備
株式会社 一水工業沼津営業所
株式会社 大石設備
株式会社 丸峯商会
エイショウ 株式会社
東工業 株式会社
株式会社 リブテック
愛管 株式会社 沼津営業所
有限会社 野口設備工業
株式会社 井戸松
有限会社 大木設備工業
髙田設備設計管理事務所
湧水
永光エンジニアリング 株式会社
有限会社 アズマ設備
セントラル工事機器
有限会社 服部設備工業
三愛住建 株式会社
株式会社 トーブ
株式会社 レイダン
沼津設備工業 株式会社
有限会社 千本設備工業所
有限会社 市川設備工業所
株式会社 ＳＰＡＣＥ
有限会社ケイエス企画
大津設備工業 株式会社
有限会社 芹沢工業
有限会社 松栄設備工業所

郵便番号
410-0822
410-0007
410-0312
410-0817
410-0041
410-0874
410-0022
410-0022
410-0046
410-0059
410-0022
410-0001
410-0062
410-0822
410-0888
410-0053
410-0313
410-0872
410-0007
410-0003
410-0871
410-0307
410-0022
410-0062
410-0822
410-0801
410-0853
410-0865
410-0011
410-0022
410-0821
410-0823
410-0022
株式会社 フジネエンジニアリング 410-0874
有限会社 松永設備
410-0867
株式会社 仁和工業
410-0022

沼津市
所在地・住所
沼津市下香貫牛臥3044番地
沼津市西沢田字西荒210番地の3
沼津市原376番地の3
沼津市本郷町35番16号
沼津市筒井町17番地の2
沼津市松長516番地の6
沼津市大岡2741番地１
沼津市大岡525番地の7
沼津市米山町10-30
沼津市若葉町3番46号
沼津市大岡2286番地の3
沼津市足高319番地の116
沼津市宮前町11番地の5
沼津市下香貫下障子3198番地
沼津市末広町116番地
沼津市寿町14番22号
沼津市西添町27番地の11
沼津市小諏訪217番地の8
沼津市西沢田310番地の1
沼津市新沢田町13番地の10
沼津市西間門584番地の1
沼津市青野399番地の3
沼津市大岡2477番地の2
沼津市宮前町10番地の4
沼津市下香貫藤井原1651-1
沼津市大手町四丁目2番7号
沼津市常盤町三丁目12番地の3
沼津市東間門二丁目2番地の4
沼津市岡宮964番地の12
沼津市大岡2741番地１
沼津市大平2874番地の158
沼津市我入道浜町342番地の3
沼津市大岡2700-17
沼津市松長745番地の3
沼津市本字下小路町354番地の7
沼津市大岡209-3 2F

電話番号
055-931-2476
055-921-6244
055-966-0093
055-931-4688
055-922-9804
055-923-9872
055-924-7976
055-962-7216
055-921-2334
055-921-6606
055-921-1796
055-939-6010
055-924-3200
055-931-1967
055-962-1306
055-921-9101
055-967-0998
055-952-0565
055-925-1800
055-923-3853
055-963-0953
055-969-2222
055-920-3223
055-921-5253
055-931-2947
055-962-2988
055-963-4487
055-963-4690
055-943-5111
055-929-6454
055-931-0796
055-932-6197
055-921-2182
055-921-3820
055-963-2117
055-962-5533

商号・名称
シオカワ興業
有限会社土屋工務店
株式会社進興
株式会社ネクスト設備
共栄建設株式会社

郵便番号
410-0822
410-0004
410-0312
410-0006
410-0823

所在地・住所
沼津市下香貫塚田2243-2
沼津市本田町5番14号
沼津市原252-5
沼津市中沢田473番地の4
沼津市我入道秋葉町414番地の2

電話番号
055-955-7151
055-921-2218
055-966-0678
055-921-4051
055-931-4037

所在地・住所
田方郡函南町仁田838番地の4
田方郡函南町仁田742番地
田方郡函南町平井566番地の3
田方郡函南町平井577番地の4
田方郡函南町平井1740番地の1695
田方郡函南町丹那259番地
田方郡函南町間宮102番地の3
田方郡函南町畑毛219番地の1
田方郡函南町平井832番地の7
田方郡函南町柏谷802番地の7
田方郡函南町畑毛229番地の11
田方郡函南町塚本78番地の3
田方郡函南町柏谷981番地の1
田方郡函南町平井1260番地の1
田方郡函南町柏谷150
田方郡函南町上沢701番地の11
田方郡函南町平井1296番地の5

電話番号
055-978-6331
055-978-1259
055-979-0244
055-979-1502
055-974-3739
055-974-0713
055-978-3156
055-979-3977
055-978-2310
055-979-0822
055-979-7220
055-978-1127
055-978-2610
055-978-9497
055-978-3249
055-944-6575
055-979-3383

函南町
商号・名称
有限会社 石井水道工業
株式会社 笹原工業
有限会社 白石設備工業
岸設備
三原設備

郵便番号
419-0114
419-0114
419-0107
419-0107
419-0107
有限会社 杉本ホームサービス 419-0105
有限会社 石川設備工業
419-0123
岡田設備工業 株式会社
419-0111
株式会社 渡辺工務店
419-0107
原設備工業
419-0112
矢田住設
419-0111
有限会社 岩城ホームサービス 419-0124
有限会社 山本設備
419-0112
加藤設備
419-0107
有限会社 仁科組
419-0112
市川建設 株式会社
419-0122
松本設備
419-0107

指定工事店一覧表

清水町
商号・名称
有限会社 佐野工業所
有限会社 谷設備
サンダイ 株式会社
有限会社 吉田工業

伊豆市
郵便番号
411-0907
411-0917
411-0917
411-0917

所在地・住所
駿東郡清水町伏見14番地の2
駿東郡清水町徳倉1103番地の3
駿東郡清水町徳倉1536番地の7
駿東郡清水町徳倉914番地の1

電話番号
055-975-4296
055-932-5214
055-933-4343
055-932-0930

郵便番号
410-2113
410-2123
410-2123
410-2317
410-2122
410-2321
410-2124
410-2123
410-2123
410-2132
410-2124

所在地・住所
伊豆の国市中744番地1
伊豆の国市四日町873番地の9
伊豆の国市四日町1072番地の1
伊豆の国市守木362番地の1
伊豆の国市寺家488番地の3
伊豆の国市三福163番地の3
伊豆の国市原木446番地の16
伊豆の国市四日町781番地の3
伊豆の国市四日町664番地の12
伊豆の国市奈古谷1505-2
伊豆の国市原木700番地の1

電話番号
055-975-9893
055-949-2883
055-949-5567
0558-76-0340
055-949-0394
0558-76-4494
055-940-2215
055-949-1366
055-949-8343
055-919-0226
055-949-6060

郵便番号
411-0934
411-0944
411-0943
411-0935
411-0943
411-0942
411-0943
411-0944

所在地・住所
駿東郡長泉町下長窪137番地の8
駿東郡長泉町竹原396番地の3
駿東郡長泉町下土狩417番地の3
駿東郡長泉町上長窪290番地の18
駿東郡長泉町下土狩430-16
駿東郡長泉町中土狩364番地の8
駿東郡長泉町下土狩143番地の７
駿東郡長泉町竹原248番地の1

電話番号
055-986-3060
055-971-9381
055-987-2895
055-987-3590
055-988-8623
055-928-6407
055-975-2136
055-989-3421

伊豆の国市
商号・名称
有限会社 水口水道
有限会社 横山設備
有限会社 アサノ設備
大仁住宅設備センター
大津工業 有限会社
有限会社 飯田設備
松井設備
有限会社 白石工務店
落合設備
タカハシ設備
セイショウ設備

長泉町
商号・名称
内田管工
株式会社 岩崎ホームサービス
大嶋設備工業
川﨑設備
池田工業
株式会社平成設備工業
株式会社 稲村建設
関設備

商号・名称
古郡工業 株式会社
有限会社 伊豆設備
植松リビング産業 株式会社
株式会社 石黒工務店
有限会社 中伊豆設備工業
株式会社 山下設備工業
有限会社修善寺水道設備
有限会社鈴木設備工業

郵便番号
410-3205
410-3217
410-3215
410-3302
410-2503
410-2501

所在地・住所
伊豆市市山525番地の1
伊豆市大平柿木272番の1
伊豆市月ヶ瀬46番地の4
伊豆市土肥702番地
伊豆市城80番地
伊豆市下白岩372番地の1
410-2416 伊豆市修善寺615番地の1
410-2406 伊豆市日向701番地

電話番号
0558-85-0505
0558-75-6622
0558-87-0507
0558-98-0293
0558-83-1070
0558-83-0201
0558-72-0308
0558-72-2207

郵便番号
419-0201
416-0909
417-0815
416-0947
418-0014
417-0826
417-0845
418-0005
419-0202
417-0001
416-0909
418-0017
418-0114
418-0013
419-0201
417-0826
417-0058
417-0801
417-0022
417-0001
417-0001

電話番号
0545-30-6860
0545-61-2604
0545-34-3791
0545-61-5350
0544-27-0155
0545-38-1234
0545-33-0397
0544-24-7889
0545-71-7071
0545-21-1319
0545-62-6559
0544-22-6206
0544-58-0641
0544-22-4388
0545-71-5099
0545-34-4041
0545-51-7444
0545-35-7056
0545-52-5304
0545-88-2534
0545-51-6967

富士市・富士宮市
商号・名称
有限会社 隼設備
株式会社 カンセツ
有限会社 宮本設備
株式会社 服部設備
株式会社 山桂
株式会社 アイワ
有限会社 澁谷設備工業所
有限会社 矢崎設備
株式会社 アオノ
株式会社 一商会
有限会社 久保田設備
株式会社 ショウトクワーク
有限会社 鈴木設備
有限会社 村松設備
清一設備
株式会社 スワベサービス
有限会社 笠井技建
株式会社ＹＯＳＨＩＫＡＮ
有限会社小林工業設備
新東設備
アース設備株式会社

所在地・住所
富士市厚原1763番地の1
富士市松岡1676番地の83
富士市増川512番地の5
富士市宮下113番地の2
富士宮市富士見ヶ丘677番地
富士市中里431番地の2
富士市大野新田76番地の1
富士宮市宮原157番地の1
富士市久沢1119番地の8
富士市今泉2568番地の1
富士市松岡1427番地の26
富士宮市舟久保町5-6
富士宮市下条73番地
富士宮市大岩356番地の7
富士市厚原1859番地の21
富士市中里26番地の5
富士市永田北町8番1号
富士市大淵1018-7
富士市依田原町3番1号
富士市今泉2826番地の8
富士市今泉3582番地の66
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裾野市

静岡市

商号・名称
有限会社 杉山設備工業
鈴木住宅設備
株式会社 西島工業
有限会社 アサヒ住設
株式会社 中川商店
有限会社 北住設機器
山崎設備
植松水道 株式会社
有限会社 秋山土建
工管設
株式会社 小島屋商会
有限会社 荻田水道工事店
有限会社 杉本住宅設備機器
有限会社 Ｍ・Ｋアクアサービス

郵便番号
410-1127
410-1123
410-1117
410-1104
410-1118
410-1121
410-1109
410-1117
410-1116
410-1121
410-1231
410-1103
410-1105
410-1121

所在地・住所
裾野市平松562番地
裾野市伊豆島田816番地の19
裾野市石脇107番地の1
裾野市今里736番地
裾野市佐野1036番地
裾野市茶畑1453番地の7
裾野市呼子二丁目6番13号
裾野市石脇399番地の1
裾野市千福443番地の3
裾野市茶畑279番地の1
裾野市須山577番地の3
裾野市葛山552番地
裾野市下和田133番地の9
裾野市茶畑86-1

電話番号
055-993-3030
055-993-3901
055-993-1070
055-997-3933
055-997-5115
055-993-1250
055-997-6766
055-992-4644
055-992-0166
055-993-1603
055-998-0019
055-997-0701
055-997-0983
055-992-6599

所在地・住所
御殿場市新橋883番地の21
御殿場市東田中二丁目7番1号
御殿場市萩原1474番地の3
御殿場市川島田554番地の10
御殿場市北久原528-1 EastHill106号

電話番号
0550-83-0735
0550-82-3243
0550-82-0840
0550-84-0263
0465-71-0345

御殿場市
郵便番号
412-0043
412-0026
412-0042
412-0045
有限会社 渡 設備工業 御殿場営業所 412-0004
有限会社
有限会社
有限会社
有限会社

商号・名称
仲嶋設備
佐藤設備工業
深瀬鉄工所
トウショウ設備

商号・名称
静岡ガスリビング 株式会社
宮城設備 株式会社
株式会社 小林工務店
朝比奈設備 株式会社
株式会社高山設備

郵便番号
422-8076
424-0008
422-8072
422-8005
424-0204

所在地・住所
静岡市駿河区八幡一丁目5-38
静岡市清水区押切1644番地
静岡市駿河区小黒二丁目1番24号
静岡市駿河区池田895番地の1
静岡市清水区興津中町126番地

電話番号
054-285-0252
054-346-1041
054-282-1370
054-264-2121
054-369-4305

郵便番号
414-0001
415-0013
414-0053
414-0053
414-0001
414-0052
414-0055

所在地・住所
伊東市宇佐美1755番地の12
下田市柿崎23番地の34
伊東市荻499番地の50
伊東市荻752番地の5
伊東市宇佐美962番地
伊東市十足619番地の23
伊東市岡420番地の2

電話番号
0557-48-9824
0558-23-3570
0557-32-5107
0557-38-5131
0557-47-7775
0557-44-2822
0557-47-3242

伊東市・下田市
商号・名称
稲木設備工業 株式会社
ヤマト設備工業 株式会社
有限会社 ヨコモト設備
有限会社 松本設備工業
愛和工業 有限会社
石井設備 株式会社
有限会社パイプテックス

