
掛川市指定工事店一覧表(掛川地区) 2021/06/01現在
No 指定工事店名 市町村 住所 電話番号
1 ㈱浅岡工業 掛川市 中央二丁目11番地の13 0537-24-2611
2 ㈱エフエフ住宅 掛川市 細田293番地 0537-23-2560
3 太田工業 掛川市 掛川1068番地の1 0537-22-6951
4 岡田建設㈱ 掛川市 八坂431番地の2 0537-27-0124
5 ㈱掛川水道設備 掛川市 細田162番地の1 0537-24-8055
6 掛川土建㈱ 掛川市 上張410番地の1 0537-24-0211
7 かとう配管 掛川市 下垂木1747番地の2 0537-24-1255
8 協和水道㈱ 掛川市 上垂木2555番地 0537-26-1331
9 ㈱倉石 掛川市 倉真424番地 0537-29-1026
10 ㈱桑原土建 掛川市 葛川478番地 0537-22-3452
11 ㈱巧栄水道 掛川市 板沢210番地の4 0537-24-7661
12 小関建設㈱ 掛川市 久保一丁目13番7号 0537-22-3922
13 サンユー 掛川市 葛ヶ丘一丁目4番地の14 0537-24-3800
14 ㈲山友工業 掛川市 家代1815番地 0537-24-4838
15 シーン・プロジェクト㈲ 掛川市 八坂444番地の11 0537-20-0020
16 シンバ工業㈲ 掛川市 伊達方1499番地 0537-27-0345
17 シンワ設備㈱掛川(営) 掛川市 弥生町148番地 0537-24-3322
18 鈴木興業 掛川市 上屋敷16番地の19 0537-22-7728
19 ㈲鈴木住宅設備 掛川市 城西一丁目10番23号 0537-22-0164
20 タツミ㈱ 掛川市 葛川1080番地 0537-22-0032
21 中遠環境保全㈱ 掛川市 八坂317番3 0537-27-1248
22 ㈱トダックス 掛川市 細谷427番地 0537-26-2161
23 鳥居ビルド㈱ 掛川市 弥生町124番地 0537-21-4578
24 中山建設㈱ 掛川市 和光一丁目4番地の2 0537-24-0137
25 日管㈱掛川支店 掛川市 南一丁目３番１１ 050-9012-2066
26 平岩組 掛川市 成滝43番地の3 0537-22-5567
27 ㈱藤本組 掛川市 高田149番地の1 0537-26-1105
28 ㈱北陽掛川営業所 掛川市 五明925番地の1 0537-28-0811
29 ㈱ホリネン 掛川市 葛川868番地の3 0537-24-2339
30 ㈲松井管工 掛川市 成滝318番地 0537-23-0581
31 ㈱マツイ健設 掛川市 上西郷1546番地の2 0537-23-8691
32 ㈱松下組 掛川市 板沢496番地の5 0537-23-3181
33 株式会社まつだ配管 掛川市 幡鎌686番地の1 0537-26-3261
34 マルイ工業㈱ 掛川市 弥生町192番地 0537-23-0128
35 ㈱マンリュウ 掛川市 上内田705番地の3 0537-22-8121
36 ㈲宮崎設備工業 掛川市 高田22番地の2 0537-26-2832
37 ㈲諸星配管 掛川市 下垂木152番地 0537-22-2975
38 ㈱山本組 掛川市 上西郷360番地の1 0537-22-5275
39 ヨシ管工 掛川市 上西郷234番地の2 0537-24-0911

掛川市指定工事店一覧表(大東地区) 2021/06/01現在
No 指定工事店名 市町村 住所 電話番号
1 石田設備 掛川市 千浜6432番地 0537-72-1785
2 ㈲エイケイ赤堀工事 掛川市 川久保745番地の1 0537-74-3340
3 ㈲大城配管 掛川市 大坂471番地の1 0537-72-4685
4 ㈱大浜中村組 掛川市 浜野1385番地の3 0537-72-2523
5 ㈱梶山組 掛川市 中3175番地 0537-74-2638
6 神谷設備 掛川市 中方2225番地 0537-74-3424
7 ㈲河村設備工業 掛川市 中839番地 0537-74-3920
8 ㈲北端工務店 掛川市 中2664番地の5 0537-74-2445
9 昇栄興業 掛川市 小貫562番地の2 0537-74-3588
10 ㈱スズヨシ興業 掛川市 中方633番地 0537-74-5677
11 ㈲静管興業 掛川市 大坂1020番地の1 0537-72-4705
12 ㈲星友総合設備 掛川市 中方467番地の1 0537-74-4446
13 ㈱東豊興業 掛川市 大坂1181番地 0537-72-2235
14 東洋興産㈲ 掛川市 大坂945番地 0537-72-2160
15 戸塚建設㈱ 掛川市 国安837番地の2 0537-72-2181
16 ㈱なかび 掛川市 入山瀬1380番地 0537-74-4540
17 花枝設備 掛川市 大坂6254－1 0537-72-6138
18 ㈲林配管 掛川市 大坂6631番地 0537-72-5515
19 ㈲みやぎ管工 掛川市 川久保705番地 0537-74-4306

　トイレ、台所、お風呂などの排水を下水道等へ流すために行う宅内工事は、必ず
「掛川市排水設備指定工事店」に依頼してください。



20 ㈲村松建設 掛川市 入山瀬2236番地の2 0537-74-0731
21 ㈲豊設備 掛川市 国安24番地の15 0537-72-5630
22 ㈱若杉組 掛川市 千浜6141番地 0537-72-2019
23 ㈱若杉工務店 掛川市 千浜6232番地の2 0537-72-5201

掛川市指定工事店一覧表(大須賀地区) 2021/06/01現在
No 指定工事店名 市町村 住所 電話番号
1 ㈲浅岡管興 掛川市 横須賀249番地 0537-48-4221
2 伊藤工業 掛川市 横須賀158番地の1 0537-48-6039
3 ㈱遠興 掛川市 横須賀1409番地の2 0537-48-2203
4 ㈲大澄設備 掛川市 沖之須1023番地の3 0537-48-4476
5 川島鉄工 掛川市 横須賀111番地 0537-48-2428
6 金原建設㈱ 掛川市 大渕8404番地の1 0537-48-2086
7 ㈱榑林組 掛川市 洋望台16番地の2 0537-48-3411
8 ㈲土屋設備 掛川市 横須賀1036番地 0537-48-2093
9 綱取管興 掛川市 山崎131番地 0537-48-2004
10 西山配管 掛川市 西大渕851番地 090-8860-4552
11 萩原設備 掛川市 西大渕1265番地の3 0537-48-0777
12 ㈱フジマサ 掛川市 横須賀1090番地の9 0537-63-4747
13 ㈲椋原工業 掛川市 横須賀69番地 0537-48-2747
14 横山設備 掛川市 横須賀417番地の1 0537-48-6561

掛川市指定工事店一覧表(市外) 2021/06/01現在
No 指定工事店名 市町村 住所 電話番号
1 愛管㈱ 浜松市 北区都田町8501番地の2 053-428-7010
2 ㈱渥美 袋井市 豊住851番地 0538-23-3921
3 ㈱アライ 牧之原市 細江2930番地 0548-22-1626
4 ㈱一商会 富士市 今泉2568番地の1 0545-21-1319
5 伊藤設備 御前崎市 比木433番地の2 0537-86-5400
6 ㈱稲徳工業所 浜松市 中区佐鳴台1丁目4番23号 053-448-9855
7 ㈱内山 浜松市 中区高丘東三丁目17番16号 053-436-4923
8 ㈲ウノ設備 袋井市 久能1629番地の22 0538-42-8423
9 株式会社エイチ・ツー・オー 浜松市 中区花川町235番地の１ 053-581-7733
10 ㈱エスバイエス 静岡市 葵区大岩二丁目29番8号 054-249-1500
11 エム設備 浜松市 北区都田町8817番地の４ 053-523-8725
12 ㈲大石配管 磐田市 福田3432番地 0538-58-2323
13 ㈲オオバ工業 磐田市 福田中島567番地の2 0538-55-5669
14 岡野建設㈱ 周智郡森町 飯田4059番地 0538-85-2197
15 岡村配管 御前崎市 池新田6156 0537-86-5674
16 ㈱沖開発 菊川市 三沢119番地 0537-36-3361
17 ㈱小田設備 浜松市 南区立野町165番地 053-425-7771
18 ㈲カイセイ設備 浜松市 中区高丘東三丁目20番20号 053-436-4931
19 カトウ設備工業㈱ 磐田市 岡31番地1 0538-59-2929
20 ㈲カワイ工業 袋井市 川会242番地 0538-48-6596
21 ㈲河村配管 菊川市 西横地324番地 0537-36-2206
22 ㈱河原崎配管 御前崎市 池新田4860番地の1 0537-86-2114
23 ㈱菊南工業 菊川市 西横地361番地の1 0537-37-1788
24 共和設備㈲ 菊川市 本所1013番地の17 0537-35-2714
25 ㈱クラシアン 静岡市 駿河区敷地二丁目９番７号 054-238-7211
26 ㈱クリエイトセイブ 磐田市 匂坂中228番地の3 0538-38-1143
27 凰栄建業㈱ 御前崎市 塩原新田1142番地の4 0537-86-3753
28 光伸興業㈱ 浜松市 中区曳馬6丁目25番12号 053-472-8276
29 鴻池設備 袋井市 久能2296番地の1の1の1 0538-42-7048
30 ㈱公和管工 浜松市 浜北区於呂498番地 053-588-1016
31 ㈱五光設備 島田市 野田618番地の12 0547-35-0519
32 ㈲後藤設備 浜松市 中区領家一丁目15番8号 053-466-8809
33 ㈱小峯商会 浜松市 中区上島一丁目10番22号 053-472-4111
34 ㈱坂田設備 藤枝市 天王町三丁目5番22号 054-641-6467
35 ㈲沢田設備 御前崎市 新野4199番地の1 0537-86-3849
36 ㈱三永 周智郡森町 睦実2596番地 0538-85-2171
37 三和設備工業㈱ 浜松市 南区三島町1089番地の1 053-441-3984
38 ㈱勝栄 藤枝市 高柳三丁目30番49号 054-635-8186
39 シライワ設備 菊川市 棚草1476 0537-64-7703
40 シンセイカン株式会社 富士市 松岡860番地の６ 054-565-3870
41 ㈱水工社 浜松市 中区上島6丁目2番９号 053-473-7705
42 Suidobi㈱ 浜松市 東区小池町2736番地の3 053-464-2319



43 ㈲杉浦設備 浜松市 北区細江町気賀9886番地 053-522-2193
44 鈴規設備(有) 周智郡森町 森161番地の１ 0538-85-2320
45 鈴昇設備 御前崎市 比木4133番地 0537-86-5329
46 鈴芳管工 袋井市 高尾2489番地の1 0538-42-5001
47 ㈲西部リバティ 周智郡森町 森1708番地の2 0538-85-5821
48 積和建設静岡㈱ 藤枝市 平島363番地の1 054-646-2600
49 ㈱設備ナカムラ 浜松市 東区天王町452番地の5 053-421-5881
50 ㈱創建 袋井市 西田２番地 0538-42-5550
51 大一設備㈱ 浜松市 西区伊左地町2815番地 053-485-0018
52 ㈱大和商会 浜松市 南区白羽町1650番地 053-444-2301
53 つぼい工業㈱ 浜松市 北区三方原町874番地の5 053-438-1111
54 ㈲鶴見配管 周智郡森町 森532番地の1 0538-85-2634
55 (株)テクニカルエコサービス 磐田市 上岡田１１３１番地５ 0538-33-2313
56 ㈲天竜設備 浜松市 東区有玉北町1735番地の4 053-433-9208
57 東洋設備㈱ 浜松市 中区曳馬五丁目23番40号 053-471-9161
58 ㈲トシズ 牧之原市 堀野新田462番地の1 0548-58-2208
59 戸塚興管 袋井市 浅羽3575番地の10 0538-23-4407
60 ㈲トミー 磐田市 東新屋611番地 0538-35-8752
61 ㈱トヨダ 磐田市 高見丘1241番地6 0538-38-3060
62 ㈱永井設備商会 磐田市 豊島1113番地 0538-35-2825
63 ㈱ニーヨー 浜松市 中区高丘東三丁目31番3号 053-436-7000
64 ニシオ設備 牧之原市 大沢92-26 0548-88-9033
65 ㈱日成管興 浜松市 西区篠原町21440番地の2 053-449-3350
66 ㈱榛南水道 牧之原市 波津1737番地の1 0548-52-0769
67 ㈱袴田配管 磐田市 国府台66番地の3 0538-32-6963
68 ㈲畑設備興業 牧之原市 片浜572番地の2 0548-22-2162
69 ㈲浜松共同設備 磐田市 長森297番地 0538-37-3121
70 ㈲原田興管設備 袋井市 高尾町6番地の17 0538-42-2026
71 袋井設備㈱ 袋井市 袋井313番地の4 0538-42-6725
72 ㈲フジ住設 磐田市 見付1431番地の13 0538-32-8546
73 フジテック㈱ 浜松市 東区材木町918番地の2 053-423-0550
74 ㈲二俣配管 菊川市 川上1333番地 0537-73-2276
75 ㈱プラマテック 牧之原市 静谷1776番地11 0548-23-4238
76 ㈱北伸 浜松市 中区早出町1204番地の7 053-463-7555
77 ㈱ホリコシ産業 浜松市 北区根洗町16番地の3 053-437-1126
78 ㈲牧野設備 島田市 金谷栄町338番地の3 0547-46-2618
79 ㈲松下配管工業 磐田市 富士見台20番地の20 0538-35-1190
80 松永設備 菊川市 加茂4847－1 0537-25-7133
81 松本さく泉㈲ 磐田市 大原1874番地の7 0538-36-0911
82 ㈲丸井配管工業 浜松市 西区舘山寺町1858番地の1 053-487-0141
83 マルキ住設㈱ 浜松市 中区高丘北一丁目38番7号 053-436-6499
84 ㈱マルブンプロテクト 袋井市 松原2518番地の1 0538-23-5704
85 マルマツ工業㈱ 御前崎市 白羽7089番地の1 0548-63-5688
86 岬設備 御前崎市 白羽6099番地 0548-63-3554
87 三ヶ日設備㈱ 浜松市 北区三ヶ日町摩訶耶322番地 053-525-0064
88 ㈱ムラコー 浜松市 東区市野町2532番地 053-421-7481
89 村松配管㈱ 浜松市 浜北区小林664番地の9 053-587-2573
90 明管工業㈱ 浜松市 東区北島町50番地 053-421-7331
91 ㈱メーワテック 浜松市 西区志都呂町二丁目40番31号 053-448-1584
92 森下商事㈱ 島田市 金谷栄町346番地の6 0547-46-2121
93 ㈲山崎配管 袋井市 高尾町17番地の21 0538-43-3332
94 山田設備 島田市 相賀1137-2 0547-32-0350
95 ㈱山本管工 袋井市 袋井市春岡一丁目１５番地の１６ 080-8254-6240
96 ㈲山本工業所 浜松市 中区茄子町112番地の1 053-461-1071
97 (有)榮産業 周智郡森町 中川１６６０番地の１ 0538-49-0566
98 ㈲鈴武設備工業所 袋井市 春岡1170番地の２ 0538-49-0355
99 ㈲雄大配管 御前崎市 池新田130番地の1 0537-86-6428
100 ユーフー管工事㈱ 浜松市 北区初生町1173番地の17 053-436-4110
101 (有)富士鉄工 周智郡森町 円田1343番地の１ 0538-85-3196
102 株式会社らいふＩＮ 袋井市 広岡1452-16 0538-30-6640
103 ㈱ライフケア加藤設備 菊川市 富田1番地の14 0537-37-0727
104 渡邊設備株式会社 御前崎市 下朝比奈1984番地の1 0537-86-5785


