
排水設備指定工事店一覧表

番号 商号及び名称 代表者名 所在地 電話番号

1 （有）星野設備工業所 星野　真太郎 都留市小形山４８６ 0554-43-8581

2 環境管理開発株式会社 勝俣　正弘 都留市四日市場23-1 0554-43-2471

3 小笠原設備有限会社 小笠原　一徳 大月市初狩町下初狩３７０ 0554-25-6717

4 有限会社　佐藤商店 佐藤　雄一 都留市桂町1173番地の8 0554-43-4174

5 宝栄設備 日向　一成 都留市中津森73 0554-43-3782

6 有限会社　志村水道工事店 志村　正幸 都留市法能９３５ 0554-43-3798

7 有限会社　太田水道工務店 太田　早苗 都留市上谷6丁目11番7号 0554-43-8822

8 株式会社　朝日設備工業所 小幡　宗一 都留市朝日曽雌1883 0554-48-2323

9 重森工業　株式会社 重森　昇 都留市小野８２９ 0554-43-5846

10 奥秋織物株式会社 奥秋　健次 山梨県都留市中津森１９７ 0554-43-3343

11 小俣管工設備有限会社 小俣　英一 都留市四日市場863-2 0554-45-7120

12 谷内建設株式会社 谷内　種次 都留市盛里２０番地 0554-43-6017

13 奥脇管工有限会社 奥脇　道夫 大月市七保町下和田379-1 0554-22-6312

14 有限会社高井設備 高井詳司 上野原市秋山3501 0554-56-2541

15 株式会社　小林工務店 野角　公一 都留市田野倉838番地 0554-43-8007

16 株式会社　オカダ管工 岡田　浩一 上野原市鶴島1112番地 0554-63-5247

17 株式会社　中央浄化槽管理センター 杉本　孝行 大月市猿橋町小沢1590番地 0554-23-1323

18 宮下設備工業　株式会社 宮下　弘昭 富士吉田市上吉田東5-13-21 0555-22-5084

19 丸佐設備 佐藤　収 都留市鹿留８７８ 0554-45-1123

20 高野熱設備株式会社 高野　新也 富士吉田市竜ヶ丘3丁目11番23号 0555-24-2323

21 熊坂建設株式会社 熊坂　ひとみ 都留市田野倉448 0554-43-8252

22 株式会社　原田組 原田　晴美 都留市朝日曽雌３２３ 0554-48-2106

23 小幡管工有限会社 小幡　秀一 都留市朝日曽雌1853 0554-48-2760

24 宝永工業株式会社 加藤　幹男 都留市法能785番地 0554-43-6407

25 共和設備 中村　敏和 都留市田野倉272-3 0554-43-8190

26 天野組土建株式会社 岡田　稔 都留市大幡１９０６ 0554-43-5535

27 もりしま創備 森嶋　誠 都留市大幡５３－３ 0554-45-0593

28 富士冷熱株式会社 長田　一也 富士吉田市上吉田東3-3-43 0555-22-1530

29 天野設備 天野　幸司 都留市境283-3 0554-45-2429

30 尾上設備工業　株式会社 尾上　廣明 都留市鹿留224-1 0554-43-0533

31 株式会社　一水工業 宮下　貴之 富士吉田市下吉田七丁目25番22号 0555-22-0395

32 めぐみ設備工業 羽田　洋二 富士吉田市小明見二丁目５番２７号 0555-23-0819

33 有限会社　石川工務所 石川　津久夫 都留市上谷三丁目６番２５号 0554-43-2346

34 桑田設備株式会社 桑田　利之 大月市賑岡町畑倉984-1 0554-23-3360

35 有限会社　楽山設備 中野　宏 都留市田原３－１－２６ 0554-43-0368

36 山英建設株式会社 小松　英一 都留市法能宮原中野２５０４番地 0554-43-7013

37 株式会社　サンエイ 勝俣　均 富士吉田市松山1606番地2 055-523-9296

38 株式会社　美沢屋 小林　等 山梨県大月市大月町真木２２２１ 0554-23-0148

39 星野水道工事店 星野　佳三 大月市御太刀１－２－３ 0554-22-1757

40 株式会社　日設工業 君島　伸幸 甲府市湯村３丁目５-２１ 055-251-4891

41 日昇総合設備株式会社 細田　安孝 甲府市徳行三丁目6番23号 055-237-8891

42 スマイル設備株式会社 石川　和城 富士吉田市上吉田4590-33 0555-22-7394

43 甲府住宅設備　株式会社 森澤　亮治 甲府市徳行2-10-40 055-228-8821

44 広瀬設備 広瀬　聡 富士吉田市小明見2-1-5 0555-23-1218

45 株式会社　丸昇建設 加藤　和哉 都留市鹿留621 0554-43-6006
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46 株式会社　渡辺工業所 渡辺　一郎 甲府市国母5丁目9-24 055-224-6353

47 小林設備 小林　和也 山梨県南都留郡西桂町小沼1014-1 0555-25-2898

48 有限会社　富士五湖設備 滝口　清 富士吉田市富士見七丁目7番5号 0555-22-5273

49 株式会社　関山建設 代表取締役　関山　俊一 都留市夏狩1719番地 0554-43-7203

50 　有限会社　松山興業 松山　龍文 　山梨県笛吹市石和町河内77 055-262-5621

51 石原設備工業 石原　浩和 南都留郡富士河口湖町船津7398 0555-73-1252

52 有限会社　鐘山設備 宮下　三四二 富士吉田市上吉田5982 0555-23-5917

53 山梨日化サービス株式会社 片田　英希 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居907番地1 055-275-6911

54 (株)ハウスエンジニア 藤江　充 都留市田原2-8-14 055-437-0017

55 株式会社　ワタナベ工業 渡邉　圭 南都留郡富士河口湖町船津1546番地8 0555-73-1661

56 株式会社　山梨管工業 立澤　久 甲府市中小河原1-9-17 055-241-6011

57 雨宮工業　株式会社 柏　俊樹 甲府市荒川二丁目１３番１号 055-253-4361

58 有限会社　堀内設備 堀内　英和 甲州市塩山上於曽1290-6 0553-33-6185

59 宮下管工株式会社 宮下　大 富士吉田市浅間１丁目１２番８号 0555-23-3653

60 宝秀設備 園田　秀樹 都留市大幡3298 0554-45-1471

61 清優工業 清水　訓 南アルプス市飯野2506-4 055-284-5891

62 （有）宮下設備 宮下　富美男 山梨県笛吹市御坂町成田３７４ 055-262-7097

63 　三枝設備株式会 　三枝　三良 　山梨県南都留郡西桂町下昏地871-3 　0555-25-3287

64 　株式会社　小野田設備 　代表取締役　　小野田　　忍 　山梨県南都留郡西桂町小沼2175-5 　0555-29-2026

65 三協設備株式会社 宮下　茂弘 富士吉田市大明見２丁目７番１６号 0555-23-3506

66 サトウ　管工 佐藤　昌利 上野原市上野原663-1 0554-63-5234

67 株式会社　末木設備工業 末木　啓之 甲斐市島上条457-1 055-277-7873

68 白金設備 白須　英樹 富士吉田市新西原1-8-3 0555-23-0362

69 小澤設備興業株式会社 望月　昌人 笛吹市石和町唐柏48-8 055-225-5777

70 株式会社　オオモリ設備 大森　秀夫 山梨県南都留郡忍野村忍草2932 0555-84-2379

71 株式会社　カイ空衛 山口　亮佳 山梨県甲府市大里町1063-1 055-241-1777

72 株式会社　熱研メンテナンス 代表取締役　三浦　吉克 山梨県南都留郡富士河口湖町小立5451-3 0555-83-5211

73 オシノ設備工業 渡邉　賢一 山梨県南都留郡忍野村忍草298番地 0555-84-2406

74 株式会社　藤原板金工業所 藤原　いく子 山梨県甲斐市富竹新田814-4 055-279-7055

75 中央水道 青木　勇 中央市下河東3005-1 055-274-3654

76 山口総合設備 山口　稔 富士吉田市上暮地8丁目9-11 0555-24-5316

77 株式会社　松本住宅産業 椿　仁 甲斐市中下条１６５９ 055-277-2031

78 有限会社　ハヤカワ 早川　秀明 南アルプス市鏡中條3372 055-282-8118

79 有泉工業株式会社 有泉　良親 甲府市里吉一丁目4番1号 055-235-0587

80 富士冷暖株式会社 長田　三千穂 甲府市上石田三丁目17番13号 055-226-1451

※令和5年4月現在


