
北杜市排水設備指定工事店一覧 2022/9/29現在

ＮＯ 氏名又は名称 フリガナ 代表者氏名 郵便番号 住所 市町村 町別市外 電話番号
1 有限会社　泉住宅設備 ユ）イズミジュウタクセツビ 浅川　直人 409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出2369 北杜市 大泉町 0551-38-2555
2 淺川企画設計 アサカワキカクセッケイ 淺川　和仁 408-0111 山梨県北杜市須玉町穴平2388-1 北杜市 須玉町 0551-42-4316
3 菊原設備 キクハラセツビ 菊原　光大 408-0018 山梨県北杜市高根町村山西割468-1 北杜市 高根町 0551-47-3529
4 大宮設備 オオミヤセツビ 坪川　茂樹 400-0062 山梨県甲府市池田3-2-17ハイツ長田パート2　A102号室 甲府市 市外 090-3479-3556
5 有限会社　坂本設備 ユ）サカモトセツビ 坂本　芳久 408-0315 山梨県北杜市白州町白須257-2 北杜市 白州町 0551-35-2700
6 有限会社　清水建興 ユ）シミズケンコウ 清水　公一 408-0012 山梨県北杜市高根町箕輪1803 北杜市 高根町 0551-47-2233
7 株式会社　ミヤビ総設 カ）ミヤビソウセツ 小俣　雅仁 406-0045 山梨県笛吹市石和町井戸1194-3 笛吹市 市外 055-244-5522
8 ハウスパートナー　ニューライフ ハウスパートナーニューライフ 小山　隆明 407-0001 山梨県韮崎市藤井町駒井3297-4 韮崎市 市外 0551-23-4884
9 有限会社　小澤設備 ユ）オザワセツビ 小澤　淳孝 400-0118 山梨県甲斐市竜王2757-5 甲斐市 市外 055-276-4548

10 津金工業 ツガネコウギョウ 津金　和久 407-0322 山梨県北杜市須玉町下津金2640 北杜市 須玉町 0551-46-2200
11 株式会社　ＭＡＥＺＡＷＡ カ）マエザワ 前澤　浩 400-0048 山梨県甲府市貢川本町4-3 甲府市 市外 055-237-0199
12 山梨日化サービス株式会社 ヤマナシニッカサービス（カ 片田　英希 409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新907-1 中巨摩 市外 055-275-6911
13 株式会社　輿水建設 カ）コシミズケンセツ 輿水　徹 408-0113 山梨県北杜市須玉町大蔵713-1 北杜市 須玉町 0551-41-2219
14 瀬田設備 セタセツビ 瀬田　善則 400-0851 山梨県甲府市住吉3-22-21 甲府市 市外 055-237-6975
15 株式会社　仲山建設 カ）ナカヤマケンセツ 仲山　幸寿 408-0023 山梨県北杜市長坂町渋沢14 北杜市 長坂町 0551-32-3042
16 新建興業株式会社 シンケンコウギョウ（カ 石水　建治 408-0015 山梨県北杜市高根町下黒澤2320 北杜市 高根町  
17 有限会社　小野潔商店 ユ）オノキヨシショウテン 小野　征士 408-0312 山梨県北杜市白州町台ケ原2204 北杜市 白州町 0551-35-2019
18 有限会社　丸松 ユ）マルショウ 松下　翔 409-3833 山梨県中央市藤巻737-1 中央市 市外 055-288-1388
19 双葉設備株式会社 フタバセツビ（カ 上野　吉輔 400-0107 山梨県甲斐市志田５１７－１ 甲斐市 市外 0551-28-4775
20 株式会社　山梨管工業 カ）ヤマナシカンコウギョウ 立澤　久 400-0855 山梨県甲府市中小河原１丁目9-17 甲府市 市外 055-241-6011
21 泉設備 イズミセツビ 中山　泉 408-0301 山梨県北杜市武川町三吹348 北杜市 武川町 0551-26-3231
22 大栄設備株式会社 タイエイセツビ（カ 望月　愼太郎 400-0064 山梨県甲府市下飯田2丁目11番17号 甲府市 市外 055-224-4331
23 特殊興業株式会社 トクシュコウギョウ（カ 田中　新也 408-0034 山梨県北杜市長坂町大八田336 北杜市 長坂町 0551-32-3054
24 城西ハウジング株式会社 ジョウサイハウジング（カ 大久保　耕吉 400-0067 山梨県甲府市長松寺町1-11 甲府市 市外 055-228-1122
25 甲府冷暖工業株式会社 コウフレイダンコウギョウ（カ 齊藤　鉄也 400-0065 山梨県甲府市貢川1-5-55 甲府市 市外 055-226-5700
26 エント工業 エントコウギョウ 原　正育 408-0002 山梨県北杜市高根町村山北割1451 北杜市 高根町 0551-47-4283
27 長田設備工業 オサダセツビコウギョウ 長田　伸二 400-0121 山梨県甲斐市牛句2263-8 甲斐市 市外 055-277-3553
28 株式会社　レイコー カ）レイコー 長田　晃 400-0125 山梨県甲斐市長塚701-2 甲斐市 市外 055-277-6863
29 小澤設備興業株式会社 オザワセツビコウギョウ（カ 望月　昌人 406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏48-8 笛吹市 市外 055-225-5777
30 明和工業株式会社 メイワコウギョウ（カ 志村　篤 400-0047 山梨県甲府市徳行4丁目9-15 甲府市 市外 055-220-6060
31 有限会社　塩谷工業 ユ）エンヤコウギョウ 塩谷　宇多和 400-0226 山梨県南アルプス市有野3021番地 南アル 市外 055-285-4171
32 株式会社　末木設備工業 カ）スエキセツビコウギョウ 末木　啓之 400-0123 山梨県甲斐市島上条457番地1 甲斐市 市外 055-277-7873
33 有限会社　佐藤設備 ユ）サトウセツビ 佐藤　賢 400-0117 山梨県甲斐市西八幡1522-16 甲斐市 市外 055-279-0502
34 株式会社　いのまた カ）イノマタ 猪股　尚幸 400-0125 山梨県甲斐市長塚270 甲斐市 市外 055-277-2322
35 有限会社　武井設備 ユ）タケイセツビ 武井　亮 400-0411 山梨県南アルプス市西南湖782番地1 南アル 市外 055-283-2310
36 株式会社　清水商事 カ）シミズショウジ 清水　巧 400-0206 山梨県南アルプス市六科1565番地 南アル 市外 055-285-0649
37 パイピング赤池 パイピングアカイケ 赤池　政樹 409-3845 山梨県中央市山之神921-62 中央市 市外 055-273-7262
38 赤池サービス アカイケサービス 赤池　岩雄 400-0115 山梨県甲斐市篠原1267-4 甲斐市 市外 055-279-2468
39 有限会社　北栄建設 ユ）ホクエイケンセツ 北原　市男 408-0041 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3332-252 北杜市 小淵沢町 0551-36-2897
40 鷹野設備工業株式会社 タカノセツビコウギョウ（カ 鷹野　久 400-0115 山梨県甲斐市篠原2352 甲斐市 市外 055-276-2297
41 木村水道設備工事店 キムラスイドウセツビコウジテン 木村　千代彦 408-0202 山梨県北杜市明野町小笠原3913 北杜市 明野町 0551-25-2527
42 有限会社　藤森石材土木 ユ）フジモリセキザイドボク 藤森　賢次 409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出8515-5 北杜市 大泉町 0551-38-2418
43 株式会社　一水工業 カ）イッスイコウギョウ 宮下　貴之 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田七丁目25-22 富士吉 市外 0555-22-0395
44 有限会社　今井工務店 ユ）イマイコウムテン 今井　文彦 408-0041 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾2538-85 北杜市 小淵沢町 0551-36-3181
45 コバヤシ設備 コバヤシセツビ 小林　勇二 407-0052 山梨県韮崎市円野町下円井603　A-17 韮崎市 市外 0551-27-2637
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46 三恵商会 サンケイショウカイ 山形　博宣 408-0034 山梨県北杜市長坂町大八田329-1 北杜市 長坂町 0551-32-3815
47 有限会社　都市営繕 ユ）トシエイゼン 萩原　毅 400-0075 山梨県甲府市山宮町2930 甲府市 市外 055-251-4287
48 株式会社　太陽住設 カ）タイヨウジュウセツ 浅野　勝 399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見4654-636 諏訪郡 市外 0266-62-2093
49 廣瀬住設 ヒロセジュウセツ 廣瀬　真吾 409-3842 山梨県中央市東花輪953-5 中央市 市外 055-273-8780
50 株式会社　松本住宅産業 カ）マツモトジュウタクサンギョウ 椿　仁 400-0124 山梨県甲斐市中下条1659 甲斐市 市外 055-277-2031
51 有限会社　タナカ設備 ユ）タナカセツビ 田中　征志 406-0815 山梨県笛吹市御坂町尾山323-1 笛吹市 市外 055-262-4873
52 ナカヒロ設備 ナカヒロセツビ 中山　寛男 408-0316 山梨県北杜市白州町鳥原2913-249 北杜市 白州町 0551-35-3506
53 細野設備工業 ホソノセツビコウギョウ 細野　壽雄 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町1864 北杜市 小淵沢町 0551-36-2388
54 前田工業 マエダコウギョウ 小宮山　修 408-0015 山梨県北杜市高根町下黒澤2068-3 北杜市 高根町 0551-47-3288
55 清里建設有限会社 キヨサトケンセツ（ユ 利根川　保博 407-0301 山梨県北杜市高根町清里531 北杜市 高根町 0551-48-2163
56 塩山ヒタチ商会 エンザンヒタチショウカイ 吉田　博光 404-0043 山梨県甲州市塩山下於曽1077番地 甲州市 市外 0553-33-2684
57 保坂設備 ホサカセツビ 保坂　英司 400-1514 山梨県中央市浅利2921 中央市 市外 055-269-2471
58 株式会社　永田工業所 カ）ナガタコウギョウショ 永田　祐樹 400-0074 山梨県甲府市千塚五丁目10番2号 甲府市 市外 055-252-7161
59 長田興業株式会社 オサダコウギョウ（カ 長田　孝二 407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545-6331 北杜市 高根町 0551-48-5400
60 株式会社　ひらやま カ）ヒラヤマ 下倉　まゆみ 408-0012 山梨県北杜市高根町箕輪581 北杜市 高根町 0551-47-2158
61 隆生建設株式会社 タカオケンセツ（カ 前嶋　輝雄 408-0302 山梨県北杜市武川町牧原690 北杜市 武川町 0551-26-2321
62 有限会社　今井建設 ユ）イマイケンセツ 今井　正一 408-0041 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3215-139 北杜市 小淵沢町 0551-36-4746
63 菊島設備株式会社 キクシマセツビ（カ 菊島　工 407-0037 山梨県韮崎市大草町若尾970 韮崎市 市外 0551-22-0382
64 日昇総合設備株式会社 ニッショウソウゴウセツビ（カ 細田　安孝 400-0047 山梨県甲府市徳行3-6-23 甲府市 市外 055-237-8891
65 中村設備 ナカムラセツビ 中村　洋幸 400-0106 山梨県甲斐市岩森1282-4 甲斐市 市外 0551-45-9508
66 佐野工建株式会社 サノコウケン（カ 佐野　信一 409-3843 山梨県中央市西花輪4027-8 中央市 市外 055-273-1230
67 中山設備 ナカヤマセツビ 中山　久人 408-0313 山梨県北杜市白州町横手2513 北杜市 白州町 0551-35-3125
68 高橋管工 タカハシカンコウ 高橋　輝雄 408-0302 山梨県北杜市武川町牧原1448 北杜市 武川町 0551-26-2583
69 環境機工株式会社 カンキョウキコウ（カ 中村　啓七朗 400-0031 山梨県甲府市丸の内2-26-10 甲府市 市外 055-225-2366
70 三井総合設備 ミツイソウゴウセツビ 三井　幸夫 408-0033 山梨県北杜市長坂町白井沢3573-742 北杜市 長坂町 0551-32-2155
71 株式会社　牛田 カ）ウシダ 牛田　英二 408-0019 山梨県北杜市高根町村山東割1917-4 北杜市 高根町 0551-47-2565
72 有限会社　大泉住宅設備 ユ）オオイズミジュウタクセツビ 浅川　照美 409-0501 山梨県北杜市大泉町西井出2332-2 北杜市 大泉町 0551-38-2139
73 有限会社　丸治坂本建設 ユ）マルハルサカモトケンセツ 坂本　武司 408-0031 山梨県北杜市長坂町小荒間782-1 北杜市 長坂町 0551-32-2876
74 カネト工業株式会社 カネトコウギョウ（カ 戸栗　林哉 400-0117 山梨県甲斐市西八幡3484 甲斐市 市外 055-276-6351
75 有限会社　アート住設 ユ）アートジュウセツ 野中　勝司 400-0049 山梨県甲府市富竹４丁目3-38 甲府市 市外 055-228-9341
76 有限会社　浅川興業 ユ）アサカワコウギョウ 浅川　俊之 408-0302 山梨県北杜市武川町牧原2030-1 北杜市 武川町 0551-26-2176
77 すずき スズキ 鈴木　洋明 408-0301 山梨県北杜市武川町三吹2143-12 北杜市 武川町 0551-26-2331
78 有限会社　岡田設備 ユ）オカダセツビ 岡田　茂仁 408-0316 山梨県北杜市白州町鳥原2418-3 北杜市 白州町 0551-35-3543
79 有限会社　山本管工事 ユ）ヤマモトカンコウジ 山本　潔 399-0101 長野県諏訪郡富士見町境7146-6 諏訪郡 市外 0266-64-2649
80 細田設備 ホソダセツビ 細田　和徳 407-0051 山梨県韮崎市円野町上円井1735 韮崎市 市外 0551-27-2214
81 有限会社　東和建設 ユ）トウワケンセツ 山下　寿也 408-0002 山梨県北杜市高根町村山北割1206 北杜市 高根町 0551-47-2083
82 井出原工務店 イデハラコウムテン 柏倉　透記 408-0003 山梨県北杜市高根町東井出4986 北杜市 高根町 0551-47-3785
83 五味設備 ゴミセツビ 五味　勝己 400-0121 山梨県甲斐市牛句2254-1 甲斐市 市外 055-277-9521
84 唐沢建設有限会社 カラサワケンセツ（ユ 唐沢　文生 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町10264 北杜市 小淵沢町 0551-36-2325
85 峡北建設株式会社 キョウホクケンセツ（カ 仲山　丈二 408-0021 山梨県北杜市長坂町長坂上条2429 北杜市 長坂町 0551-32-2488
86 三和住設株式会社 サンワジュウセツ（カ 深澤　幸春 400-0306 山梨県南アルプス市小笠原435-2 南アル 市外 055-284-1133
87 有限会社　長田設備 ユ）オサダセツビ 長田　武彦 400-0825 山梨県甲府市七沢町134-3 甲府市 市外 055-237-4402
88 桑田設備株式会社 クワタセツビ（カ 桑田　利久 401-0001 山梨県大月市賑岡町畑倉984-1 大月市 市外 0554-23-3360
89 丸山設備 マルヤマセツビ 丸山　正則 408-0002 山梨県北杜市高根町村山北割1423-1 北杜市 高根町 0551-47-3689
90 有限会社　ハヤカワ ユ）ハヤカワ 早川　秀明 400-0332 山梨県南アルプス市鏡中条3372 南アル 市外 055-282-8118
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91 中央水道 チュウオウスイドウ 青木　勇 409-3821 山梨県中央市下河東3005-1 中央市 市外 055-274-3654
92 守屋建設株式会社 モリヤケンセツ（カ 守屋　俊之 408-0022 山梨県北杜市長坂町塚川2126 北杜市 長坂町 0551-32-3536
93 有限会社　武井建設 ユ）タケイケンセツ 武井　敏秀 408-0022 山梨県北杜市長坂町塚川2076 北杜市 長坂町 0551-32-5873
94 昭和土地建設株式会社 ショウワトチケンセツ（カ 山中　邦雄 400-0112 山梨県甲斐市名取731-2 甲斐市 市外 055-276-0002
95 株式会社　日設管興 カ）ニッセツカンコウ 窪田　茂 407-0175 山梨県韮崎市穂坂町宮久保5293 韮崎市 市外 0551-23-1238
96 甲和管工業 コウワカンコウギョウ 中島　照美 400-0043 山梨県甲府市国母五丁目18-4 甲府市 市外 055-227-7266
97 株式会社　島村組 カ）シマムラグミ 島村　幸男 407-0263 山梨県韮崎市穴山8795 韮崎市 市外 0551-22-7151
98 株式会社　清水総合工業 カ）シミズソウゴウコウギョウ 清水　亨 400-0226 山梨県南アルプス市有野3274 南アル 市外 055-285-4662
99 丸共建設株式会社 マルキョウケンセツ（カ 菊池　康剛 384-1405 長野県南佐久郡川上村大字大深山1218 南佐久 市外 0267-97-3221

100 細川金物店 ホソカワカナモノテン 細川　勇二 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町1046-3 北杜市 小淵沢町 0551-36-2059
101 有泉工業株式会社 アリイズミコウギョウ（カ 有泉　良親 400-0822 山梨県甲府市里吉１丁目4-1 甲府市 市外 055-235-0587
102 有限会社　ヒナタロー ユ）ヒナタロー 高橋　勝宏 409-3851 山梨県中巨摩郡昭和町河西1313 中巨摩 市外 055-275-5648
103 株式会社　中央設備 カ）チュウオウセツビ 進藤　雄次 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町3342-10 北杜市 小淵沢町 0551-32-5779
104 株式会社　山田設備 カ）ヤマダセツビ 山田　学 400-0828 山梨県甲府市青葉町7-18 甲府市 市外 055-237-1897
105 新津設備 ニイツセツビ 新津　俊二 400-0113 山梨県甲斐市富竹新田1171 甲斐市 市外 055-276-6918
106 亀田屋電器 カメダヤデンキ 内田　正純 408-0112 山梨県北杜市須玉町若神子1516 北杜市 須玉町 0551-42-2443
107 有限会社　平井設備 ユ）ヒライセツビ 平井　高志 409-1502 山梨県北杜市大泉町谷戸1576 北杜市 大泉町 0551-38-3515
108 ほくと商事。 ホクトショウジ 藤森　新 409-1502 山梨県北杜市大泉町谷戸2233 北杜市 大泉町 0551-38-3205
109 日向設備 ヒナタセツビ 日向　正一 408-0033 山梨県北杜市長坂町白井沢3004 北杜市 長坂町 0551-32-3563
110 栄工業有限会社 サカエコウギョウ（ユ 大久保　弘二 407-0011 山梨県韮崎市上ノ山260 韮崎市 市外 0551-22-0591
111 甲信日成株式会社 コウシンニッセイ（カ 星　龍次 400-0116 山梨県甲斐市玉川226 甲斐市 市外 055-279-9541
112 株式会社　カイ空衛 カ）カイクウエイ 山口　憲彦 400-0053 山梨県甲府市大里町1063-1 甲府市 市外 055-241-1777
113 天野設備工業 アマノセツビコウギョウ 天野　俊之 400-0116 山梨県甲斐市玉川1586-7 甲斐市 市外 055-276-1460
114 有限会社　進藤管工 ユ）シンドウカンコウ 進藤　敏郎 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町7568-5 北杜市 小淵沢町 0551-36-2371
115 株式会社　レンサエンジニアリング カ）レンサエンジニアリング 武井　堅二 400-0862 山梨県甲府市朝気2-2-14 甲府市 市外 055-233-5462
116 有限会社　松本工務店 ユ）マツモトコウムテン 松本　達雄 409-1502 山梨県北杜市大泉町谷戸1102 北杜市 大泉町 0551-38-2760
117 富士冷暖株式会社 フジレイダン（カ 長田　三千穂 400-0041 山梨県甲府市上石田3-17-13 甲府市 市外 055-226-1451
118 有限会社　川久保興業所 ユ）カワクボコウギョウショ 川久保　和夫 408-0112 山梨県北杜市須玉町若神子1393 北杜市 須玉町 0551-42-5080
119 甲府住宅設備株式会社 コウフジュウタクセツビ（カ 森澤　亮治 400-0047 山梨県甲府市徳行二丁目10番40号 甲府市 市外 055-228-8821
120 株式会社　松土建設興業 カ）マツドケンセツコウギョウ 松土　賢 405-0003 山梨県山梨市下井尻1254-2 山梨市 市外 0553-23-0233
121 有限会社　丸二利根川組 ユ）マルニトネガワグミ 利根川　好明 407-0301 山梨県北杜市高根町清里565 北杜市 高根町 0551-48-2504
122 有限会社　赤岡商会 ユ）アカオカショウカイ 赤岡　敏彦 408-0115 山梨県北杜市須玉町大豆生田633 北杜市 須玉町 0551-42-2436
123 有限会社　ダイテツ工業 ユ）ダイテツコウギョウ 雨宮　進 400-0047 山梨県甲府市徳行四丁目8-11 甲府市 市外 055-237-4377
124 シンワ設備 シンワセツビ 清水　洋延 408-0017 山梨県北杜市高根町五町田178-2 北杜市 高根町 0551-47-3235
125 金山土建株式会社 カナヤマドケン（カ 金山　元佑 408-0301 山梨県北杜市武川町三吹2140-29 北杜市 武川町 0551-26-3201
126 かしわ管工 カシワカンコウ 古屋　紀武 400-0501 山梨県甲府市上曽根町322 甲府市 市外 055-266-7033
127 株式会社　新光設備工業 カ）シンコウセツビコウギョウ 松永　武則 400-0814 山梨県甲府市上阿原町669-1 甲府市 市外 055-237-0297
128 中嶋設備 ナカジマセツビ 中嶋　聰 400-0301 山梨県南アルプス市桃園496-1 南アル 市外 055-283-3460
129 ダイカン株式会社 ダイカン（カ 大山　龍文 400-0064 山梨県甲府市下飯田4-10-22 甲府市 市外 055-236-2636
130 有限会社　山田商事 ユ）ヤマダショウジ 山田　司 408-0025 山梨県北杜市長坂町長坂下条1407 北杜市 長坂町 0551-32-2429
131 有限会社　マルシゲ興業 ユ）マルシゲコウギョウ 金丸　茂男 400-0806 山梨県甲府市善光寺2-3-8 甲府市 市外 055-237-3389
132 雨宮工業株式会社 アメミヤコウギョウ（カ 柏　俊樹 400-0061 山梨県甲府市荒川二丁目13番1号 甲府市 市外 055-253-4361
133 株式会社　大久調温 カ）タイキュウチョウオン 長田　寛 400-0851 山梨県甲府市住吉3丁目22-2 甲府市 市外 055-235-2881
134 明立工業株式会社 メイリツコウギョウ（カ 相澤　美耶 407-0301 山梨県北杜市高根町清里1870 北杜市 高根町 0551-48-2259
135 杉山設備工業所 スギヤマセツビコウギョウショ 杉山　孔一 408-0024 山梨県北杜市長坂町富岡115-1 北杜市 長坂町 0551-32-2493



北杜市排水設備指定工事店一覧 2022/9/29現在

ＮＯ 氏名又は名称 フリガナ 代表者氏名 郵便番号 住所 市町村 町別市外 電話番号
136 長沼工業 ナガヌマコウギョウ 長沼　宏 400-0311 山梨県南アルプス市曲輪田676番地2 南アル 市外 055-283-0484
137 株式会社　渡辺工業所 カ）ワタナベコウギョウショ 渡辺　一郎 400-0043 山梨県甲府市国母五丁目9-24 甲府市 市外 055-224-6353
138 株式会社　日設工業 カ）ニッセツコウギョウ 君島　伸幸 400-0073 山梨県甲府市湯村三丁目5-21 甲府市 市外 055-251-4891
139 株式会社　管システム工業 カ）カンシステムコウギョウ 岩澤　徳治 400-0214 山梨県南アルプス市百々3083-1 南アル 市外 055-285-2907
140 株式会社　フカサワ カ）フカサワ 深沢　秀樹 408-0114 山梨県北杜市須玉町藤田363-1 北杜市 須玉町 0551-42-3668
141 小林設備工業 コバヤシセツビコウギョウ 小林　秀二 408-0114 山梨県北杜市須玉町藤田239-5 北杜市 須玉町 0551-42-4376
142 株式会社　井出建設 カ）イデケンセツ 井出　誠 408-0034 山梨県北杜市長坂町大八田6761-4 北杜市 長坂町 0551-32-2800
143 大森設備 オオモリセツビ 大森　哲男 408-0113 山梨県北杜市須玉町大蔵1884 北杜市 須玉町 0551-42-3035
144 輿水土建株式会社 コシミズドケン（カ 輿水　政直 408-0001 山梨県北杜市高根町長沢447 北杜市 高根町 0551-47-2303
145 株式会社　桶幸朝日 カ）オケコウアサヒ 小林　勝治 400-0025 山梨県甲府市朝日5-11-14 甲府市 市外 055-253-5557
146 松井設備 マツイセツビ 松井　勇二 409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出3277 北杜市 大泉町 0551-38-3484
147 株式会社　上村建設 カ）カミムラケンセツ 上村　一幸 408-0115 山梨県北杜市須玉町大豆生田623 北杜市 須玉町 0551-42-2001
148 株式会社　アルテ カ）アルテ 中村　正樹 406-0821 山梨県笛吹市八代町北1273 笛吹市 市外 055-265-1237
149 有限会社　入戸野設備 ユ）ニットノセツビ 入戸野　孝 408-0201 山梨県北杜市明野町浅尾755 北杜市 明野町 0551-25-3020
150 有限会社　宮下設備 ユ）ミヤシタセツビ 宮下　富美男 406-0801 山梨県笛吹市御坂町成田374 笛吹市 市外 055-262-7097
151 有限会社　近藤設備工業 ユ）コンドウセツビコウギョウ 近藤　純一 400-1503 山梨県甲府市心経寺337 甲府市 市外 055-240-1137
152 有限会社　新津工業 ユ）ニイツコウギョウ 新津　潔 400-0306 山梨県南アルプス市小笠原874-1 南アル 市外 055-282-3487
153 有限会社　石原設備 ユ）イシハラセツビ 石原　春彦 408-0306 山梨県北杜市武川町山高1343-5 北杜市 武川町 0551-26-2442
154 有限会社　堀内設備 ユ）ホリウチセツビ 堀内　英和 404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽1290-6 甲州市 市外 0553-33-6185
155 有限会社　小宮山設備 ユ）コミヤマセツビ 小宮山　貴史 408-0018 山梨県北杜市高根町村山西割480-1 北杜市 高根町 0551-47-2729
156 株式会社　村田工業 カ）ムラタコウギョウ 村田　淳也 404-0041 山梨県甲州市塩山千野3183 甲州市 市外 0553-32-0379
157 山野設備工業 ヤマノセツビコウギョウ 山野　洋人 400-0104 山梨県甲斐市龍地6544 甲斐市 市外 0551-28-2570
158 甲府管工業有限会社 コウフカンコウギョウ（ユ 桜井　勇 400-0043 山梨県甲府市国母7丁目5-36 甲府市 市外 055-267-6307
159 株式会社　リモデヤ カ）リモデヤ 横内　剛 407-0044 山梨県韮崎市旭町上條北割1199 韮崎市 市外 0551-22-8261
160 有限会社　メンテック調和 ユ）メンテックチョウワ 杉山　正元 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条2373-3 中巨摩 市外 055-275-1033
161 富士島建設株式会社 フジシマケンセツ（カ 井上　勲 407-0014 山梨県韮崎市富士見3丁目7番29号 韮崎市 市外 0551-22-1811
162 フルヤ設備工業 フルヤセツビコウギョウ 古屋　三雄 408-0016 山梨県北杜市高根町上黒澤166 北杜市 高根町 0551-47-3150
163 遠藤工業 エンドウコウギョウ 遠藤　久美子 409-3306 山梨県南巨摩郡身延町夜子沢1830 南巨摩 市外 0556-42-4113
164 時空管工業株式会社 ジクウカンコウギョウ（カ 東條　康浩 400-0807 山梨県甲府市東光寺2-24-8 甲府市 市外 055-237-2952
165 有限会社　勝又設備工業 ユ）カツマタセツビコウギョウ 勝又　英光 400-0116 山梨県甲斐市玉川90番地8 甲斐市 市外 055-276-7827
166 岡田設備工業 オカダセツビコウギョウ 岡田　肇 400-0017 山梨県甲府市屋形2丁目2-28 甲府市 市外 055-253-1354
167 松本設備 マツモトセツビ 松本　三千夫 409-1502 山梨県北杜市大泉町谷戸4377 北杜市 大泉町 090-8878-0951
168 深澤設備 フカサワセツビ 深澤　松文 400-0113 山梨県甲斐市富竹新田1887-2 甲斐市 市外 055-276-0388
169 内田設備 ウチダセツビ 内田　栄清 408-0003 山梨県北杜市高根町東井出231 北杜市 高根町 0551-47-3844
170 三陽工業 サンヨウコウギョウ 森澤　政彦 400-0124 山梨県甲斐市中下条1859 甲斐市 市外 0551-28-1919
171 有限会社　坂本設備サービス ユ）サカモトセツビサービス 坂本　泰彦 409-3862 山梨県中巨摩郡昭和町上河東543-15 中巨摩 市外 055-275-0955
172 濱尾設備工業 ハマオセツビコウギョウ 濱尾　浩二 408-0034 山梨県北杜市長坂町大八田6740-11 北杜市 長坂町 080-6536-9995
173 株式会社　クリーン・システム カ）クリーンシステム 増井　圭一 407-0004 山梨県韮崎市藤井町南下條733-1 韮崎市 市外 0551-45-7761
174 横谷設備 ヨコヤセツビ 横谷　正渡 406-0043 山梨県笛吹市石和町河内259-10 笛吹市 市外 055-262-1822
175 功刀松太郎商店 クヌギマツタロウショウテン 功刀　浩司 400-0303 山梨県南アルプス市上今井112 南アル 市外 090-3400-9238
176 株式会社　司水道 カ）ツカサスイドウ 河野　文明 400-0825 山梨県甲府市七沢町502-15 甲府市 市外 055-235-5754
177 森本設備 モリモトセツビ 森本　守 400-0044 山梨県甲府市上小河原町1041-5　Ｔビル312 甲府市 市外 055-242-8403
178 有限会社　坂本水設工業 ユ）サカモトスイセツコウギョウ 坂本　重昭 408-0031 山梨県北杜市長坂町小荒間125-1 北杜市 長坂町 0551-32-5258
179 有限会社輿石建設 ユ）コシイシケンセツ 輿石　豊二 408-0204 山梨県北杜市明野町上手1754番地 北杜市 明野町 0551-25-2459
180 有限会社松山興業 ユ）マツヤマコウギョウ 松山　龍文 406-0043 山梨県笛吹市石和町河内７７番地 笛吹市 市外 055-262-5621
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181 株式会社丸トモ設備工業 カ）マルトモセツビコウギョウ 丸山　智弘 406-0044 山梨県笛吹市石和町砂原137番地1 笛吹市 市外 055-262-4277
182 有限会社三枝建設ラッキーホーム ユ）サエグサケンセツラッキーホーム 三枝　則子 三枝　則子 山梨県笛吹市御坂町成田324番地2 笛吹市 市外 055-263-3692
183 共信冷熱株式会社 キョウシンレイネツカブシキガイシャ 岸本　泰典 400-0053 山梨県甲府市大里町１０９４ 甲府市 市外 055-241-4711
184 有限会社　清水土建 ユ）シミズドケン 清水照雄 408-0204 山梨県北杜市明野町上手8280番地 北杜市 明野町 0551-45-8158
185 落合設備 オチアイセツビ 落合　正明 406-0842 山梨県笛吹市境川町石橋660番地5 笛吹市 市外 055-268-2245
186 佐野パイプ工業 サノパイプコウギョウ 佐野　敬史 400-0073 山梨県甲府市湯村2丁目3番11号 甲府市 市外 090-228-4429
187 株式会社　国母設備 カ）コクボセツビ 望月　みゆき 400-0043 山梨県甲府市国母5丁目7-20 甲府市 市外 055-242-2200
188 野中住宅設備 ノナカジュウタクセツビ 野中　茂 409-3833 山梨県中央市藤巻1562 中央市 市外 055-274-0631
189 清水設備 シミズセツビ 清水　眞妃 400-0118 山梨県甲斐市竜王2262 甲斐市 市外 070-2672-9095
190 豊田設備 トヨダセツビ 豊田　文哉 400-0125 山梨県甲斐市長塚643-1マルマンマンションⅡ 201 甲斐市 市外 080-2036-6156

一覧掲載事業者数： 189
うち廃止： 3 ←令和３年３月３１日～廃止１件で計４件

現在指定件数： 186


