
※市の指定業者でなければ排水設備工事はできません。 令和5年4月1日現在 (119事業者)
野村住設 富士市神戸113番地の3 0545-21-0572 野澤産業　株式会社 富士市松岡888番地の8 0545-61-6311
ＰＩＲＥＸ 富士市大淵2213番地の256 0545-35-5230 ノリタケ工業　株式会社 富士市岩本2052番地の7 0545-38-9831

株式会社　アイワ 富士市中里431番地の2 0545-38-1234 秀設備 富士市伝法2066番地の23 0545-57-7718 株式会社　服部設備 富士市宮下113番地の2 0545-61-5350
有限会社　秋山配管工業所 富士市神戸428番地の1 0545-21-0742 有限会社　平林土建 富士市伝法1833番地の1 0545-52-2758 有限会社　森川建設 富士市岩本96番地の7 0545-63-9335
有限会社　アクア 富士市伝法2589番地の15 0545-52-9841 有限会社　芙蓉管工 富士市伝法1487番地の2 0545-55-3456 ヤマト設備 富士市宮島1459番地の2 0545-64-3170
和泉設備 富士市今泉1759番地の1 0545-53-8899 松浦設備 富士市伝法1415番地 0545-57-1022
株式会社　磯野工業所 富士市中央町1丁目8番24号 0545-52-0400 株式会社　松山組 富士市今井二丁目18番13号 0545-33-2953
株式会社　一商会 富士市今泉2568番地の1 0545-21-1319 マルチ住設　株式会社 富士市石坂424番地の1 0545-21-5504 株式会社　アオノ 富士市久沢1119番地の8 0545-71-7071
伊東産業　株式会社 富士市比奈1290番地の7 0545-34-0858 宮城設備　株式会社 富士市伝法377番地の1 0545-51-6700 有限会社　伊東組 富士市厚原820番地の3 0545-71-1678
伊東設備 富士市伝法2667番地の5 0545-88-1875 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　エイコウサービス 富士市厚原1886番地の1 0545-71-3539
株式会社　岩建 富士市伝法274番地 0545-53-1255 ヤマショウ菊池工業 富士市神谷535番地 0545-34-2814 Ｎ．Ｒ．サービス 富士市厚原266番地の4 0545-71-0358
岩間設備商会 富士市伝法2843番地の14 0545-52-8880 山田管工 富士市宇東川東町10番28号 0545-52-6943 有限会社　大木工業所 富士市厚原959番地 0545-52-2828
株式会社　植松設備 富士市比奈2823番地の3 0545-34-0284 有限会社　山田設備工業 富士市大淵53番地の38 0545-35-0668 株式会社　豊島住宅設備 富士市厚原1047番地の4 0545-71-9844
英水工業 富士市原田854番地 0545-53-7221 有限会社　山田土木 富士市中里1249番地 0545-34-0969 寛設備 富士市厚原1865番地の75 0545-72-5950
株式会社　遠藤管工設備 富士市今泉3301番地の7 0545-21-2181 勇建設備 富士市増川新町38番地2 0545-34-4534 株式会社　佐野組 富士市天間1341番地の1 0545-71-3358
岡本建設工業 富士市今泉3917番地の9 0545-21-8253 横瀬産業　株式会社 富士市吉原一丁目15番6号 0545-52-1333 上下水道工事松坂 富士市久沢263番地の25 0545-71-8315
株式会社　小野田総合設備　富士支店 富士市日乃出町75番地の1 0545-57-1174 株式会社　YOSHIKAN 富士市大淵1018番地の7 0545-35-7056 清一設備 富士市厚原1859番地の21 0545-71-5099
有限会社　笠井技建 富士市永田北町8番1号 0545-51-7444 米山設備 富士市石坂293番地の2 0545-21-5212 有限会社　タカスイ 富士市厚原271番地 0545-71-1305
カツ配管 富士市神谷640番地の4 0545-39-0602 株式会社　ラズビック 富士市大淵1507番地の1 0545-36-2558 天間建設　株式会社 富士市天間182番地の1 0545-71-2837
有限会社　勝亦設備 富士市大淵3485番地 0545-35-0140 ワイズ・フロー 富士市伝法1773番地の7 0545-30-7413 有限会社　隼設備 富士市厚原1763番地の1 0545-30-6860
株式会社　加藤設備工業所 富士市今泉541番地の1 0545-52-0683 和田建設　株式会社 富士市伝法3110番地の1 0545-52-1711 ミシク商店 富士市鷹岡本町8番17号 0545-71-3976
亀井ブルドーザー工事　有限会社 富士市富士岡128番地の2 0545-34-1653 株式会社　渡辺設備 富士市大淵3097番地の15 0545-37-1801 株式会社　睦建設 富士市厚原1141番地の2 0545-71-2640
菊地設備工業 富士市一色367番地の1 0545-23-2500 有限会社　渡宮設備工業 富士市鈴川西町19番4号 0545-33-1446 有限会社　望月管工 富士市天間1030番地の15 0545-71-5653
KSテクニカル 富士市大淵2249番地の8 0545-35-1742 渡井配管 富士市厚原1366番地の3 0545-71-1549
有限会社　小林工業設備 富士市依田原町3番1号 0545-52-5304 ワタナベ設備工業 富士市天間1461番地の15 0545-71-7891
有限会社　佐野住機商会 富士市今泉3717番地の1 0545-21-3888 アクアテック 富士市松岡1572番地の7 090-5634-4424
有限会社　山水設備 富士市国久保1丁目11-11 0545-67-5220 市川設備 富士市松岡118番地10 0545-64-8246
株式会社　三和工務店 富士市伝法1659番地の15 0545-52-2587 井上建設　株式会社 富士市蓼原49番地の11 0545-61-4002 笹間設備 富士市南松野2210番地の8 0545-85-0004
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 岩松設備 富士市松岡527番地の2 0545-78-0665 篠原設備機器　株式会社 富士市南松野1294番地の1 0545-85-3861
jun progresso 富士市原田1199番地 090-8070-4827 株式会社　永幸建設 富士市森島217番地の20 0545-88-1893 株式会社　成輪 富士市南松野2861番地の1 0545-38-9620
株式会社　新東 富士市今泉2826番地の8 0545-88-2534 遠藤建設　株式会社 富士市蓼原54番地の7 0545-61-5133 株式会社　総合設備・正克 富士市中之郷763番地 0545-81-0258
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 大芝住宅設備 富士市田子318番地の8 0545-62-0211 平野設備 富士市中之郷3174番地の5 0545-81-5032
鈴川設備 富士市鈴川西町14番38号 0545-33-0313 影山建設　株式会社 富士市松岡830番地の3 0545-61-1432 望月商会　株式会社 富士市岩淵1437番地の3 0545-81-1201
株式会社　駿河設備 富士市比奈1472番地 0545-34-3123 影山設備　有限会社 富士市松岡835番地の29 0545-63-7922
株式会社　スワベサービス 富士市中里26番地の5 0545-34-4041 笠井組　株式会社 富士市松岡707番地の15 0545-63-2471
株式会社　清将建設 富士市大淵2560番地の11 0545-35-2270 株式会社　カンセツ 富士市松岡1676番地の83 0545-61-2604
崇和工業 富士市大淵2449番地の150 0545-35-1101 協栄空調　株式会社 富士市青葉町337番地 0545-61-1837
ターコ・ウォーター・ワークス 富士市今泉2604番地の1 0545-53-0706 有限会社　久保田設備 富士市松岡1427番地の26 0545-62-6559
大法　株式会社 富士市伝法651番地の1 0545-71-3272 幸也建設　株式会社 富士市松岡253番地の1 0545-67-7655
有限会社　大和 富士市伝法2853番地の7 0545-51-3835 シンセイカン　株式会社 富士市松岡860番地の6 0545-65-3870
匠設備 富士市大淵2523番地の13 0545-35-4100 末高設備 富士市蓼原441番地の2 0545-66-3344
竹内設備 富士市江尾697番地の3 0545-34-1265 タケイ設備 富士市宮島621番地の6 0545-64-3009
テクノ伊東 富士市神谷590番地の14 0545-34-0204 田中設備 富士市松本101番地の7 0545-61-5844
株式会社　トーシンホームガス 富士市青島195番地 0545-52-3243 株式会社　中央設備 富士市五貫島469番地の3 0545-66-3993
株式会社　仲神設備 富士市今泉2812番地の1 0545-21-2625 寺岡設備 富士市柚木18番地の6 0545-64-1275
株式会社　和ト－タル設備 富士市今泉3520番地3 0545-30-9753 藤栄工設 富士市五貫島251番地の3 0545-63-7011
ネオテック　株式会社 富士市大淵102番地の23 0545-35-2269 西家設備 富士市松富町22番地 0545-30-7386 富士市水道指定工事店協同組合 富士市永田北町10番25号 0545-51-0863
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※市の指定業者でなければ排水設備工事はできません。 令和5年4月1日現在 (125事業者)
有限会社　荻田水道工事店 裾野市葛山552番地 055-997-0701
落合設備 伊豆の国市四日町664番地の12 055-949-8343

株式会社　ITEC 富士宮市舞々木町541番地 0544-28-1501 愛管　株式会社　沼津営業所 沼津市宮前町11番5号 055-924-3200 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　浅間設備 富士宮市阿幸地1052番地の5 0544-27-4266 株式会社　朝倉工業 沼津市大岡2391番地の34 055-963-3888 黒木設備 田方郡函南町畑毛698番地の227 055-978-6966
株式会社　石川管設 富士宮市外神東町151番地の16 0544-58-8688 有限会社　アズマ設備 沼津市新沢田町13番10号 0559-23-3853 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
有限会社　石川住設 富士宮市東阿幸地295番地 0544-27-7129 東工業　株式会社 沼津市大岡2286番地の3 055-921-1796 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　井出工務店 富士宮市村山280番地の26 0544-24-5838 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 株式会社　西島工業 裾野市石脇107番地の1 055-993-1070
ウエハラ設備 富士宮市外神東町168番地1 0544-66-4845 株式会社　井戸松 沼津市末広町116番地 055-962-1306 有限会社　パイプテックス 伊東市岡420番地の2 0557-47-3242
株式会社　エーワン設備 富士宮市野中町745番地 0544-23-6291 株式会社　植松設備工業 沼津市下香貫牛臥3044番地 055-931-2476 有限会社　横山設備 伊豆の国市四日町873番地の9 055-949-2883
有限会社　遠藤設備 富士宮市万野原新田3108番地の13 0544-24-6869 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 有限会社　吉田工業 駿東郡清水町徳倉914番地の1 055-932-0930
オザキ　株式会社 富士宮市下条1671番地の2 0544-29-7705 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　柏木水道工務店 富士宮市小泉1124番地の2 0544-26-4651 株式会社　大石設備 沼津市大岡525番地の7 055-962-7216
グランドサービス 富士宮市西町25番8号 0544-26-6598 有限会社　大木設備工業 沼津市寿町14番22号 055-921-9101 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
昊心設備　株式会社 富士宮市万野原新田3050番地5 0544-23-2737 共栄建設　株式会社 沼津市我入道秋葉町414番地の2 055-931-4037 M.E　works 静岡市清水区入船町9番5号 054-330-8304
有限会社　小林総合設備 富士宮市安居山587番地の1 0544-24-3602 株式会社　サトウ設備 沼津市北今沢11番地の7 055-968-8310 株式会社　岡本設備 静岡市葵区竜南一丁目7番3号 054-200-1270
咲耶設備 富士宮市若の宮町960番地の5 0544-66-8786 株式会社　SANKI 沼津市筒井町17番地の2 055-922-9804 株式会社　鎌田配管工事店 静岡市駿河区馬渕三丁目20番22号 054-285-0823
佐野住設　株式会社 富士宮市小泉1867番地の1 0544-26-3339 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　共出 静岡市清水区蒲原東46番地 054-388-2757
株式会社　山桂 富士宮市富士見ヶ丘677番地 0544-27-0155 シオカワ興業 沼津市下香貫塚田2243番地の2 055-955-7151 株式会社協和日成　静岡支店 静岡市駿河区小黒3-8-10 054-285-8321
芝水屋　株式会社 富士宮市大久保485番地 0544-65-2826 静岡ガス株式会社　東部導管ネットワークセンター 沼津市岡一色809番地 055-927-2841 光陽エンジニアリング　株式会社 静岡市駿河区下川原4丁目26番28号 054-257-3331
秀徳設備工業 富士宮市宮原541番地の8 0544-21-9239 有限会社　駿河設備工業所 沼津市原376番地の3 055-966-0093 佐野配管設備 静岡市清水区由比北田138番地の11 054-375-4307
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 有限会社　芹沢工業 沼津市我入道浜町342番地の3 055-932-6197 静岡浄設　株式会社 静岡市駿河区下川原2丁目29番16号 054-257-8552
杉山設備 富士宮市小泉1457番地の5 0544-78-0833 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 柴工業　株式会社 静岡市清水区北脇399番地 054-346-0001
鈴木設備 富士宮市小泉1641番地の38 0544-24-6733 寺尾設備 沼津市松⾧218番地 055-928-6340 清水水道設備　株式会社 静岡市清水区八坂南町2番34号 054-367-1257
有限会社　鈴木設備 富士宮市下条73番地 0544-58-0641 株式会社　トーブ 沼津市宮前町10番地の4 055-921-5253 清水ライフクリーン　株式会社 静岡市清水区八坂北１丁目23番43号 054-366-4500
スミヤ　株式会社 富士宮市西町7番5号 0544-24-3811 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　伸栄 静岡市葵区川合三丁目13番1号 054-261-3599
諏訪部管工　有限会社 富士宮市中島町337番地 0544-27-2372 株式会社　ＦＵＪＩＮ　ＰＲＯＴＥＣ 沼津市松⾧786番地 055-955-9000 有限会社　水道屋しばた 静岡市葵区門屋286番地の2 054-297-5163
総合設備北雄 富士宮市北山5552番地 0544-58-3281 芙蓉設備工業 沼津市桃里309番地の1 055-967-6786 株式会社　杉本ハウス設備 静岡市清水区八坂東二丁目5番31号 054-366-4411
株式会社　大成管工 富士宮市青木1213番地 0544-27-2911 有限会社　松永設備 沼津市本字下小路町354番地の7 055-963-2117 有限会社　杉山設備 静岡市清水区沼田町5番26号 054-334-1106
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　リブテック 沼津市足高319番地の116 055-939-6010 株式会社　大和工機 静岡市葵区流通センター12番4号 054-263-2332
有限会社　高野水道工務店 富士宮市半野141番地 0544-54-0176 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 中部日本管工業　株式会社 静岡市清水区蒲原23番地の4 054-385-4188
株式会社　田島設備 富士宮市小泉2343番地103 0544-23-6451 ツカサ設備　株式会社 静岡市駿河区丸子芹が谷町2番11-4号 054-258-6181
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　日新幸設工業 静岡市清水区平川地6番53号 054-346-2512
華水道 富士宮市山宮2544番地の9 0544-58-1589 有限会社　岩下設備 三島市加茂25番地の21 055-971-2912 株式会社　ヒデホームズ 静岡市駿河区中村町5番地 054-280-5331
株式会社　ひかり設備 富士宮市小泉2348番地の8 0544-27-8913 片野設備　株式会社 三島市大宮町3丁目3番12号 055-971-2205 有限会社　平野設備 静岡市駿河区丸子3533番地の12 054-256-7387
有限会社　富士秀工業 富士宮市淀師1561番地の5 0544-28-5370 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 有限会社　フカザワ配管設備 静岡市清水区木の下町15番地 054-346-3420
有限会社　富士見商会 富士宮市万野原新田4149番地の2 0544-26-0077 協栄設備　有限会社 三島市平田128番地の1 055-976-9927 藤浦工業 静岡市清水区横砂本町2番1号 054-367-2361
有限会社　堀内設備 富士宮市山宮1903番地 0544-58-1915 有限会社　コバリ設備 三島市塚原新田74番地の2 055-983-6141 有限会社　三矢設備 静岡市駿河区下川原南21番地の9 054-257-6556
株式会社　前島工業 富士宮市阿幸地町123番地 0544-26-1406 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　明水設備ワークス 静岡市清水区草ヶ谷510番地の12 054-364-1338
有限会社　村松設備 富士宮市大岩356番地の7 0544-22-4388 有限会社　宝泉社設備 三島市南本町5番33号 055-981-6977 メイワ設備　有限会社 静岡市葵区古庄四丁目7番39号 054-264-0100
有限会社　明和設備 富士宮市万野原新田2956番地 0544-27-0012 株式会社　Ｙ�s・planning 三島市青木216番地1 055-941-7263 株式会社　望月工事店 静岡市清水区西高町11番8号 054-353-3732
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　渡辺設備 三島市青木10番地の1 055-960-9726 山西設備工業 静岡市清水区三保1692番地の9 054-340-2504
有限会社　山下水道工務店 富士宮市下条392番地 0544-58-0264
株式会社　山本管設 富士宮市中島町529番地の24 0544-55-5737
株式会社　渡辺水道工業 富士宮市淀平町591番地 0544-25-3655 愛和工業　有限会社 伊東市宇佐美962番地 0557-47-7775 株式会社　平野工業 焼津市三和1551番地の2 054-624-5735
わたなべせつび　株式会社 富士宮市大岩800番地の12 0544-22-2321 有限会社　アサノ設備 伊豆の国市四日町1072-1 055-949-5567 有限会社　牧野設備 島田市金谷栄町338番地の3 0547-46-2618

有限会社　岩城ホームサービス 田方郡函南町塚本78番地の3 055-978-1127
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

沼 津 市

富士市下水道排水設備指定工事店一覧(市外)

富 士 宮 市

三 島 市

そ の 他 東 部

静 岡 市

そ の 他 中 部


