
南アルプス市排水設備指定工事店一覧表

所在市町村 名称 所在地 電話 所在市町村 名称 所在地 電話 所在市町村 名称 所在地 電話
オゴヌキ設備 古府中町1000 055-252-8720 パティオ造園土木 龍地772-1 0551-28-4190 栄工業㈲ 上ノ山260 0551-22-0591

岡田設備工業 屋形2-2-28 055-253-1354 山野設備工業 龍地6544 0551-28-2570 金丸住宅設備 富士見ヶ丘2-5-48 0551-22-3200

桶幸朝日 朝日5-11-14 055-253-5557 双葉設備㈱ 志田517-1 0551-28-4775 ㈲バイオテック 大草町下條西割1411-17 0551-23-1751

三建設備 富士見2-１０-2 055-254-0039 昭和土地建設㈱ 名取731-2 055-276-0002 ㈱日設管興 穂坂町宮久保5293 0551-23-1238

㈱桶幸本店 中央5-3-14 055-235-7640 新津設備 富竹新田1171 055-276-6918 ㈲石井住宅設備 青柳町279 0556-22-2105

富士冷暖㈱ 上石田3-17-13 055-226-1451 深澤設備 富竹新田1887-2 055-276-0388 ㈲野中工務店 最勝寺877-3 0556-22-0206

㈱国母設備 国母5-7-20 055-242-2200 ㈲トーショー 万才155-1 055-276-3271 ㈲井上設備工業 最勝寺1276-5 0556-22-7501

甲和管工業 国母5-18-4 055-227-7266 清水 万才151 055-276-2281 井上工業 小林1324-1 0556-22-4727

㈱渡辺工業所 国母5-9-24 055-224-6353 赤池サービス 篠原1267-4 055-279-2468 ㈲望月管工 長澤37-5 0556-22-8597

甲府管工業㈲ 国母7-5-36 055-267-6307 鷹野設備工業㈱ 篠原2352 055-276-2297 小川設備工業所 長澤323 0556-22-3013

武藤設備 国母4-2-11 055-226-3797 ㈱中嶋興業 篠原1583-2 055-288-9970 ㈲梶本管工 長澤2341-1 0556-22-2228

森本設備 上小河原町101-5　Tﾋﾞﾙ312 055-242-8403 ㈲勝又設備工業 玉川90-8 055-276-7827 飯窪設備 長澤1075-2 0556-22-4664

日昇総合設備㈱ 徳行3-6-23 055-237-8891 天野設備工業 玉川1586-7 055-276-1460 高橋商事㈲ 鰍沢1792 0556-22-0135

㈲ダイテツ工業 徳行4-8-11 055-237-4377 甲信建設工業㈱ 西八幡4362 055-276-2350 長田住宅設備 天神中條997-1 090-7216-1398

甲府住宅設備㈱ 徳行2-10-40 055-228-8821 ㈱ＭＪＳ 西八幡2301-2 055-260-7388 ㈲塩島設備 市川大門3079-21 055-272-2492

明和工業㈱ 徳行4-9-15 055-220-6060 ㈲佐藤設備 西八幡1522-16 055-279-0502 大森設備サービス 市川大門1803-3 055-272-0077

㈲前澤設備 貢川本町7-10 055-222-3674 カネト工業㈱ 西八幡3484 055-276-6351 水工房　山本 市川大門3082-41 055-272-3443

㈱ＭＡＥＺＡＷＡ 貢川本町4-3 055-237-0199 ㈱クリーン環境センター 西八幡3483 055-276-2407 長田設備工業 印沢19-1 055-272-7018

㈲アート住設 富竹4-3-38 055-228-9341 入倉設備 西八幡1548-4 090-4723-3993 村松設備 上野2926-1 055-272-2932

㈲秋山住設 古上条町394 055-242-2525 ㈲小澤設備 竜王2757-5 055-276-4548 身延町 ㈱大南設備 丸滝158-1 0556-62-3255

㈱カイ空衛 大里町1063-1 055-241-1777 清水設備 竜王2262 055-215-0236 小澤設備興業㈱ 石和町唐柏48-8 055-225-5777

共信冷熱㈱ 大里町1094 055-241-4711 長田設備工業 牛句2263-8 055-277-3553 横谷設備 石和町河内259-10 055-262-1822

雨宮工業㈱ 荒川2-13-1 055-253-4361 五味設備 牛句2254-1 055-277-9521 ㈲松山興業 石和町河内77 055-262-5621

大栄設備㈱ 下飯田2-11-17 055-224-4331 ㈱末木設備工業 島上条457-1 055-277-7873 ㈲アクアクラフト 石和町河内224-2 055-263-7581

ダイカン㈱ 下飯田4-10-22 055-236-2636 三陽工業 中下条1859 0551-21-1919 ㈲ユニオン住設 石和町砂原154-3 055-263-9166

㈱日設工業 湯村3-5-21 055-251-4891 ㈱レイコー 長塚701-2 055-277-6863 ㈱丸トモ設備工業 石和町砂原137-1 055-262-4277

佐野パイプ工業 湯村2-3-11 055-254-1737 ㈲ツルタ設備 長塚738 055-277-9500 ㈱ミヤビ総設 石和町井戸1194-3 055-244-5522

㈱永田工業所 千塚5-10-2 055-252-7161 ㈱いのまた 長塚270 055-277-2322 ㈲三枝建設ラッキーホーム 御坂町成田324-2 055-263-3692

㈲小林住宅設備 山宮町3121 055-251-1259 ａｇｉｌｅ 大下条716　ｳｨｽﾃﾘｱ101 080-2007-8747 ㈲宮下設備 御坂町成田374 055-262-7097

㈲都市営繕 山宮町2930 090-3246-6616 ㈲ヒナタロー 河西1313 055-275-5648 ㈲タナカ設備 御坂町尾山323-1 055-262-4873

㈲マルシゲ興業 善光寺2丁目3-8 055-237-3389 山梨日化サービス㈱ 築地新居907-1 055-275-6911 ㈱アルテ 八代町北1273 055-265-1237

時空管工業 東光寺2-24-8 055-237-2952 ㈲坂本設備サービス 上河東543-15 055-275-0955 明立工業㈱ 高根町清里1870 0551-48-2259

㈱新光設備工業 上阿原町669-1 055-237-0297 東住機器販売㈲ 河東中島256-1 055-275-3210 新建興業㈱ 高根町下黒沢2320 0551-46-1022

掛川設備工業 上阿原町944 055-235-4753 ㈱新装建設 河東中島304-2 055-275-6979 牛田設備 高根町村山東割1917-4 0551-47-2565

有泉工業㈱ 里吉1-4-1 055-235-0587 ㈲保泉商事 西条101-1 055-268-0055 日向設備 長坂町白井沢3004 0551-32-3563

星設備 里吉4-12-25 090-8581-6755 ㈱旭建設 西条455 055-275-2211 ㈱中央設備 小淵沢町3342-10 0551-32-5779

㈲長田設備 七沢町134-3 055-237-4402 ㈲メンテック調和 西条2373-3 055-275-1033 スクエアーフォーサディス社 須玉町穴平2388-1 0551-42-4316

㈲朝比奈建設 高橋町314 055-226-6645 ㈲石田工業 清水新居1008 055-226-6366 すずき 武川町三吹2143-12 0551-26-2706

㈱山田設備 青葉町7-18 055-237-1897 保坂設備 浅利2921 055-269-2471 中山設備 白州町横手2513 0551-35-3125

平島総合設備 下鍛冶屋町177-1 055-241-4842 ㈱マルホ工業 浅利2920 055-269-2287 ㈲岡田設備 白州町鳥原2418-3 0551-35-3543

田中設備 上今井町1470-9 055-241-3057 ㈱秋山総建 西新居11-16 055-273-0724 ㈲橘田総合ｻｰﾋﾞｽ 塩山赤尾829-3 0553-33-2919

積和建設西東京㈱ 住吉四丁目2-24 055-227-3011 中央水道 下河東3005-1 055-270-1366 ㈱村田工業 塩山千野3183 0553-32-0379

㈱山梨管工業 中小河原1-9-17 055-243-5100 一木設備 下三条504-7 055-274-6035 ㈲堀内設備 塩山上於曽1290-6 0553-33-6185

㈲アダチ 伊勢4-25-22 055-232-1953 ㈲丸松 藤巻737-1 055-269-2010 塩山ヒタチ商会 塩山下於曽598-4 0553-33-2684

土屋設備 朝気3-9-21 055-235-2417 野中住宅設備 藤巻2898-2 055-274-0631 廣瀬設備 塩山三日市場2563 0553-33-2243

橘田燃料住設店 太田町30-11 055-233-3361 廣瀬住設 東花輪953-5 055-273-8780 マルヤマ設備 勝沼町等々力121-1 0553-44-5545

かしわ管工 上曽根町322 055-266-7033 佐野工建㈱ 西花輪4027-8 055-273-1230 山梨市 三晃設備 下井尻850 0553-22-8088

㈲近藤設備工業 心経寺町337 055-240-1137 オートリ工業 西花輪2692-5 055-273-4411 小俣管工設備㈲ 四日市場863-2 0554-45-7120

㈲山本建築工業 中央5-2-6 055-233-8873 パイピング赤池 山之神921-62 055-273-7262 ㈱ハウスエンジニア 田原2-8-14 055-437-0017

石原設備 菖蒲澤769-8 0551-45-9347 コバヤシ設備 円野町下円井603A-17 0551-27-2637 大月市 ㈱美沢屋 大月町真木2221 0554-23-0148

中澤工業 大垈2094 0551-28-1069 ハウスパートナー ニューライフ 藤井町駒井3297-4 0551-23-4884 ㈱一水工業 下吉田7丁目25番22号 0555-22-0395

スマイル設備㈱ 吉田4590-33 0555-22-7394
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