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掛川市告示第100号

掛川市排水設備指定工事店条例(平成17年４月１日掛川市条例第102号）第11条第１号の規定によ

り、掛川市排水設備指定工事店を次のとおり指定する。

平成23年６月１日

掛川市長 松 井 三 郎

１ 指定工事店住所、名称及び代表者名

静岡県掛川市中央二丁目11番地の13

株式会社浅岡工業

代表取締役 杉山 忠二 外169社（別表のとおり）

２ 指定日

平成23年６月１日

３ 指定期間

平成23年６月１日から平成26年５月31日まで



名称 代表者名
掛川市 中央二丁目11番地の13 ㈱浅岡工業 杉山忠二
掛川市 川久保745番地の１ ㈲エイケイ赤堀工事 赤堀鐵彦
掛川市 大坂471番地の１ ㈲大城配管 大石雅徳
掛川市 沖之須1023番地の３ ㈲大澄設備 大澄信幸
掛川市 細田162番地の１ ㈱掛川水道設備 堀内宏保
掛川市 中839番地 ㈲河村設備工業 河村秀雄
掛川市 中2664番地の５ ㈲北端工務店 北端保則
掛川市 上垂木2555番地 協和水道㈱ 鈴木清
掛川市 板沢210番地の４ ㈱巧栄水道 深田光男
掛川市 国安501番地 ㈲三久配管工業 船木直也
掛川市 弥生町148番地 シンワ設備㈱掛川(営) 山田一
掛川市 大坂1020番地の１ ㈲静管興業 大石政孝
掛川市 中方467番地の１ ㈲星友総合設備 鈴木友行
掛川市 八坂317番地の３ 中遠環境保全㈱ 高橋勇
掛川市 横須賀1036番地 ㈲土屋設備 土屋勇二
掛川市 山崎131番地 綱取管興 綱取安男
掛川市 細谷427番地 ㈱トダックス 戸田直員
掛川市 大坂6631番地 ㈲林配管 倉野俊司
掛川市 成滝318番地 ㈲松井管工 松井隆司
掛川市 上西郷1546番地の２ ㈱マツイ健設 松井光弘
掛川市 幡鎌686番地の１ 松田配管工業㈱ 松田又男
掛川市 弥生町192番地 マルイ工業㈱ 松村道生
掛川市 川久保705番地 ㈲みやぎ管工 宮城照彦
掛川市 下垂木152番地 ㈲諸星配管 諸星充男
掛川市 国安24番地の15 ㈲豊設備 本間豊久
掛川市 中方127番地の１ ㈲鈴木住宅設備 鈴木卓
掛川市 高田149番地の１ ㈱藤本組 鈴木俊光
掛川市 菊浜266番地の１ 大浜建設㈱ 佐藤幸雄
掛川市 葛川1080番地 タツミ㈱ 鳥居光
浜松市 西区篠原町21440番地の２ ㈱日成管興 中西智徳
掛川市 久保一丁目13番７号 小関建設㈱ 小関春巳
掛川市 葛川868番地の３ ㈱ホリネン 堀内洋孝
掛川市 横須賀1090番地の９ ㈱フジマサ 須藤将博
浜松市 中区上島一丁目10番22号 ㈱小峯商会 小杉直也
浜松市 中区高丘東三丁目31番３号 ㈱ニーヨー 井口義男
森町 森532番地の１ ㈲鶴見配管 鶴見俊彦
袋井市 高尾町17番地の21 ㈲山崎配管 山﨑潔
牧之原市 堀野新田462番地１ ㈲トシズ 沖本登志春
島田市 金谷栄町338番地の３ ㈲牧野設備 牧野高彦
掛川市 上西郷234番地の２ ヨシ管工 加藤安史
掛川市 西大渕846番地 名倉土建 名倉健一
袋井市 豊住851番地 ㈱渥美 渥美寿人
磐田市 豊島1114番地 ㈱永井設備商会 永井文雄
掛川市 中3175番地 ㈱梶山組 梶山敏弘
掛川市 板沢242番地の１ 石川配管 石川春雄
掛川市 千浜6141番地 ㈱若杉組 若杉吉明
浜松市 中区池町220番地の４ 日管㈱ 三輪容次郎

住所



御前崎市 合戸1113番地の４ ㈲恩田配管 恩田謙作
掛川市 細田293番地 ㈱エフエフ住宅 山田岳成
掛川市 千浜6232番地の２ ㈱若杉工務店 若杉俊道
御前崎市 新野4199番地の１ ㈲沢田設備 沢田実
浜松市 中区曳馬五丁目23番40号 東洋設備㈱ 袴田修
浜松市 東区北島町50番地 明管工業㈱ 兼古光利
浜松市 北区初生町1173番地の17 ユーフー管工事㈱ 鈴木猛立
菊川市 西横地324番地 ㈲河村配管 河村満
磐田市 福田中島2788番地 ㈲やよい工業 寺田武弘
掛川市 中方633番地 ㈱スズヨシ興業 鈴木義則
掛川市 横須賀1409番地の２ ㈱遠興 渡邉則夫
掛川市 家代1815番地 ㈲山友工業 山﨑久雄
磐田市 上大之郷88番地 ㈱横山商店 横山弘明
御前崎市 池新田4860番地の1 ㈱河原崎配管 河原崎健司
菊川市 三沢119番地 ㈱沖開発 沖義和
浜松市 西区志都呂町5556番地の３ ㈱メーワテック 五十川敏
掛川市 初馬141番地の１ ㈲掛一設備 鈴木一
掛川市 和光一丁目4番地の２ 中山建設㈱ 中山勝義
掛川市 上張618番地 ㈲堀内土木 堀内眞三
浜松市 東区市野町2532番地 ㈱ムラコー 村松忠人
御前崎市 比木433番地の２ 伊藤設備 伊藤貞義
菊川市 本所1013番地の17 共和設備㈲ 鈴木良和
掛川市 城西一丁目10番23号 ㈲鈴木住宅設備 鈴木勇
掛川市 上内田705番地の３ ㈱マンリュウ 坂部達司
磐田市 堀之内50番地 ㈲池田設備 池田修
袋井市 西田72番地 ㈱永井組 村松明彦
御前崎市 比木4133番地 鈴昇設備 鈴木昇
焼津市 東小川五丁目７番27号 ㈲細田配管 細田賢二
磐田市 大原1874番地７ 松本さく泉㈲ 中村初男
掛川市 入山瀬2236番地の２ ㈲村松建設 中村賢一郎
掛川市 家代65番地の１ ㈱大輝建設 岡本晴裕
掛川市 五明925番地の１ ㈱北陽掛川営業所 相場忠之
掛川市 上西郷360番地の１ ㈱山本組 戸塚成男
掛川市 横須賀69番地 ㈲椋原工業 椋原正雄
掛川市 駅前10番地の８ ㈱長谷川商店 長谷川賀勇
掛川市 八坂444番地の11 シーン・プロジェクト㈲ 袴田信之
御前崎市 塩原新田1142番地の４ 凰栄建業㈱ 石原悦男
掛川市 成滝43番地の３ 平岩組 平岩通夫
掛川市 横須賀111番地 川島鉄工 川島清
静岡市 葵区川合三丁目13番１号 ㈱伸栄 小池達也
掛川市 国安837番地の２ 戸塚建設㈱ 戸塚健
浜松市 南区立野町165番地 ㈱小田設備 小田直幸
掛川市 大坂1181番地 ㈱東豊興業 名倉光雄
掛川市 上西郷485番地の５ ㈲松下建工 松下良之
掛川市 本郷241番地の４ ㈲松浦電気設備 松浦功
島田市 御仮屋町7625番地の５ ㈲佐藤設備 佐藤忠司
袋井市 梅山1474番地の２ オグス設備工業 小楠武
掛川市 板沢字城山下1900番地１ ㈲高塚通信 高塚重光



掛川市 板沢496番地の５ ㈱松下組 松下進一
御前崎市 白羽7089番地の１ マルマツ工業㈱ 松林久三男
浜松市 東区笠井新田町1100番地 ㈱ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ 田中米育
掛川市 細田200番地の１ ㈱金田組 金田英三
掛川市 倉真339番地の２ 吉永設備 吉永守夫
島田市 金谷栄町346番地の６ 森下商事㈱ 森下真琴
袋井市 諸井2037番地 ㈲アーク 黒田憲一
磐田市 福田3432番地 ㈲大石配管 大石正行
掛川市 高田22番地の２ ㈲宮崎設備工業 宮崎英雄
掛川市 上屋敷16番地の19 鈴木興業 鈴木常司
掛川市 大坂945番地 東洋興産㈲ 名倉修三
浜松市 南区白羽町1650番地 ㈱大和商会 岩堀親
磐田市 見付1431番地13 ㈲フジ住設 齋藤繁
磐田市 福田258番地２ ㈲丸昌管工 寺田昌太郎
浜松市 北区三方原町874番地の５ つぼい工業㈱ 坪井清市
磐田市 匂坂中228番地３ ㈱クリエイトセイブ 加藤政治
掛川市 倉真424番地 ㈱倉石 石神昌代
掛川市 八坂431番地の２ 岡田建設㈱ 岡田悦司
磐田市 富士見台20番地20 ㈲松下配管工業 松下博司
浜松市 中区高丘北二丁目53番５号 ㈲正和設備 嘉本正孝
掛川市 大坂6369番地 須山建設㈱東遠支店 高栁裕
浜松市 中区竜禅寺町357番地 ㈱牧野配管 牧野共治
掛川市 下垂木2445番地 ㈱尾﨑工務店 大橋茂夫
森町 飯田4059番地 岡野建設㈱ 岡野良隆
袋井市 国本3243番地の５ 旭設備工業所 武田治郎
磐田市 国府台66番地３ ㈱袴田配管 袴田光
浜松市 浜北区小林664番地の９ 村松配管㈱ 村松正歳
森町 睦実2596番地 ㈱三永 一木俊雄
掛川市 上張410番地の１ 掛川土建㈱ 平野勝啓
掛川市 葛ヶ丘一丁目４番地の14 サンユー 山本三雄
菊川市 富田１番地の14 ㈱ライフケア加藤設備 加藤光春
掛川市 西大渕5670番地の１ ㈱榑林組 榑林眞悟
菊川市 川上1333番地 ㈲二俣配管 二俣隆
浜松市 東区天王町452番地の５ ㈱設備ナカムラ 中村全宏
菊川市 西横地361番地の１ ㈱菊南工業 平川訓之
浜松市 中区高丘東三丁目17番16号 ㈱内山 内山英雄
袋井市 高尾町６番地の17 ㈲原田興管設備 原田泰旨
藤枝市 高柳三丁目30番49号 ㈱勝栄 中村博史
掛川市 浜野1385番地の３ ㈱大浜中村組 中村一勝
藤枝市 平島363番地の１ 積和建設静岡㈱ 片川容太郎
浜松市 中区高丘西二丁目22番２号 セーフティ工業㈱ 鈴木明
浜松市 中区茄子町112番地の１ ㈲山本工業所 大橋二三男
浜松市 中区早出町1204番地の７ ㈱北伸 馬場広行
袋井市 川井979番地 ㈱創建 鈴木修二
浜松市 中区早出町227番地の12 ㈲ハマテック 鈴木賢次郎
浜松市 北区都田町8501番地の２ 愛管㈱ 中村重良
浜松市 北区根洗町136番地の５ ㈱ホリコシ産業 堀越正義
浜松市 中区上島四丁目14番４号 ㈲山田住宅設備 山田智之



磐田市 中泉2640番地２ ㈱ハシモト 橋本静華
掛川市 大渕8404番地の１ 金原建設㈱ 金原利弘
掛川市 伊達方1499番地 シンバ工業㈲ 榛葉和之
掛川市 小鷹町11番地 ハウス設備 髙栁佐利
浜松市 中区高丘東三丁目20番20号 ㈲カイセイ設備 服部史郎
袋井市 彦島24番地の２ 名成パイピング 水島昌俊
掛川市 七日町171番地 後藤設備 後藤勇
富士市 今泉2568番地の１ ㈱一商会 舘林俊晃
掛川市 弥生町124番地 鳥居ビルド㈱ 鈴木通之
牧之原市 細江1445番地１ ダイニチ㈱ 萩原隆幸
袋井市 松原2518番地の１ ㈱マルブンプロテクト 鈴木守
掛川市 葛川478番地 ㈱桑原土建 桑原正治
御前崎市 池新田130番地の１ ㈲雄大配管 河原﨑俊雄
御前崎市 池新田3361番地の９ ㈲榑林建材 榑林伸浩
袋井市 梅山107番地 ㈱岡本工業 岡本寛治
掛川市 西大渕1265番地の３ 萩原設備 萩原一茂
浜松市 東区小池町2736番地の３ ㈱清光配管 清水明雄
牧之原市 波津1737番地１ ㈱榛南水道 池田憲治
牧之原市 片浜572番地2 ㈲畑設備興業 畑清一
磐田市 福田中島567番地２ ㈲オオバ工業 大庭和也
菊川市 古谷111番地 ㈲二本松配管 宮城元昭
浜松市 東区西ヶ崎町971番地の２ ㈲タケ工務店 竹内寿郎
袋井市 袋井313番地の４ 袋井設備㈱ 豊田富士雄
浜松市 浜北区於呂498番地 ㈱公和管工 和田志郎
浜松市 中区領家一丁目15番８号 ㈲後藤設備 後藤雅行
掛川市 横須賀158番地の１ 伊藤工業 伊藤友伸
浜松市 東区有玉北町1735番地の４ ㈲天竜設備 大石久克


