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指 定 工 事 店 名 住   所 電  話  番  号 

 町町町町        内内内内        指指指指        定定定定        店店店店     

㈲井上設備工業 富士川町最勝寺１２７６－５ ２２－７５０１ 

井上工業 富士川町小林１３２４－１ ２２－４７２７ 

㈲梶本管工 富士川町長沢２３４１－１ ２２－２２２８ 

㈲石井住宅設備 富士川町青柳町２７９ ２２－２１０５ 

㈱大久保管工 富士川町青柳町１０３３－４ ２２－８８７４ 

依田ポンプ㈲ 富士川町長沢９８４－１ ２２－５５５９ 

中部テクニカル㈱ 富士川町最勝寺１２６０ ２２－８３２２ 

依田燃料 富士川町青柳町３６０－１ ２２－０９０８ 

㈲望月管工 富士川町長沢３７－５ ２２－８５９７ 

㈲長沢水道 富士川町天神中条１０１８ ２２－１３２５ 

㈱富士川クリーン 富士川町最勝寺１１８９ ２２－５３７４ 

小川設備工業所 富士川町長沢３２３ ２２－３０１３ 

㈱巽建設 富士川町小林１１４８ ２２－１６８３ 

西野設備 富士川町青柳町３０４－５ ２２－１７１５ 

㈱天満組 富士川町大久保４８８ ２２－４５５１ 

神田建設㈱ 富士川町最勝寺９２４―２ ２２－６６７１ 

源工業㈱ 富士川町最勝寺１１９０ ２２－３５２１ 

㈲井上興業 富士川町舂米２９０ ２２－０６９７ 

㈲野中工務店 富士川町最勝寺８７７－３ ２２－０２０６ 

網倉設備 富士川町青柳町２５３－１ ２２－４７８９ 

飯窪設備 富士川町長沢１０７５－２ ２２－４６６４ 

㈲ライズ 富士川町天神中条９４９―２ ２２－６９９０ 

柴田工業 富士川町天神中条９３１－１ ２２－４７６９ 

㈲和田電気 富士川町最勝寺１１８４ ２２－０９５０ 

井手建材 富士川町長沢５５７－１ ２２－２６２９ 

俵建築工房 富士川町最勝寺１０３５ 080-5490-6160 

高橋商事㈲ 富士川町鰍沢１７９２ ２２－０１３５ 

中込商事 富士川町鰍沢１１２９ ２２－０２６５ 

太業舎 富士川町鰍沢１５５９ ２２－００５２ 

㈱フカサワ 富士川町鰍沢１５３８ ２２－３２０３ 

栄建設工業㈱ 富士川町鰍沢７２８ ２２－０１７５ 

鶴田組建設㈲ 富士川町鰍沢６５５―６９ ２２－００９５ 

中部プロパン瓦斯㈱ 富士川町鰍沢１５４４―１ ２２－２１７７ 

㈲川口工務所 富士川町鰍沢６５５―６ ２２－５１１１ 

深澤設備 富士川町鰍沢８ ２２－３８２０ 

㈱甲州土木 富士川町鳥屋４８９ ２７－０４１０ 

保坂設備 富士川町鹿島６６８６ ２７－０９２８ 

 

 



 

 町町町町        外外外外        指指指指        定定定定        店店店店     

新津設備 甲斐市富竹新田１１７１ 055-276-6918 

㈲アート住設 甲府市富竹４丁目３―３８ 055-228-9341 

㈲和田電気設備工業 南アルプス市下今井４７４―１ 055-282-5164 

㈱山梨管工業 甲府市中小河原１丁目９―１７ 055-241-6011 

㈲バイオテック 韮崎市大草町下條西割１４１１－１７ 0551-23-1751 

三和住設㈱ 南アルプス市小笠原４３５―２ 055-284-1133 

㈲峡西南管理センター 南アルプス市下宮地５４０－１ 055-283-4730 

㈱渡辺工業所 甲府市国母５丁目９―２４ 055-224-6353 

㈲清水商事 南アルプス市六科１５６５ 055-285-0649 

佐野工建㈱ 中央市西花輪４０２７－８ 055-273-1230 

㈲山田設備 甲府市青葉町７―１１ 055-237-1897 

㈱永田工業所 甲府市千塚５丁目１０－２ 055-252-7161 

身延総合設備㈱ 南巨摩郡身延町小田船原１１５７ 0556-62-0710 

㈲長田設備 甲府市七沢町１３４－３ 055-237-4402 

日昇総合設備㈱ 甲府市徳行３丁目６－２３ 055-237-8891 

㈲浅川住宅設備 笛吹市石和町河内２２４－２ 055-262-8924 

旭工業㈱峡西支店 南アルプス市沢登１５－３ 055-282-9146 

㈲佐藤設備 甲斐市西八幡１５２２－１６ 055-279-0502 

㈱レイコー 甲斐市長塚７０１－２ 055-277-6863 

㈲野崎設備 甲府市武田３丁目２－２３ 055-251-7439 

甲府住宅設備㈱ 甲府市徳行２丁目１０―４０ 055-228-8821 

城西ハウジング㈱ 甲府市長松寺町１―１１ 055-228-1122 

甲府冷暖工業㈱ 甲府市貢川１丁目５―５５ 055-226-5700 

五味設備 甲斐市牛句２２５４－１ 055-277-9521 

㈲今福建設  西八代郡市川三郷町上野２９１５－１ 055-272-0448 

スマイル設備㈱ 富士吉田市上吉田４５９０－３３ 0555-22-7394 

山梨相互工業㈱ 甲斐市篠原３００７ 055-276-5210 

大栄設備㈱ 甲府市下飯田２丁目１１―１７ 055-224-4331 

㈲村松工業 山梨市小原東１９９－２ 0553-22-0572 

ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽ秋山設備 南アルプス市東南湖３１７０ 055-284-0498 

㈲甲西管工 南アルプス市山寺１２５４―６ 055-283-1662 

㈱アルテ 笛吹市八代町北１２７３ 055-265-1237 

甲和管工業 甲府市国母５－１８－４ 055-227-7266 

山野設備工業 甲斐市龍地６５４４ 0551-28-2570 

㈱市川建設 西八代郡市川三郷町高田２６１３ 055-272-0351 

㈲東設備 南アルプス市上今諏訪１７５９ 055-282-4809 

㈲古矢設備 南アルプス市小笠原９８５―４１ 055-284-5590 

積和建設西東京㈱ 甲府市住吉四丁目２―２４ 055-227-3011 

㈲Ｋ・Ｃ金丸工務店 南アルプス市西南湖４３０６ 055-283-5030 

㈲塩谷工業 南アルプス市有野３０２１ 055-285-4171 

晴明興業 南巨摩郡身延町常葉１００７ 0556-36-0277 

東京ガス山梨㈱ 甲府市北口三丁目１－１２ 055-255-6650 

富士冷暖㈱ 甲府市上石田三丁目１７―１３ 055-226-1451 

㈱カイ空衛 甲府市大里町１０６３―１ 055-241-1777 

 

 



 

 町町町町        外外外外        指指指指        定定定定        店店店店     

クヌギ松太郎商店 南アルプス市上今井１１２ 055-282-2453 

塩山ヒタチ商会 甲州市塩山下於曽５９８―４ 0553-33-2684 

タツミ電化センター 南アルプス市浅原１９８―２ 055-284-2361 

㈱大南設備 南巨摩郡身延町丸滝１５８―１ 0556-62-3255 

㈲早川建材設備 甲州市塩山千野３４９３ 0553-32-2359 

リモデ屋 韮崎市旭町上条北割１１９９ 0551-22-8261 

有泉工業㈱ 甲府市里吉一丁目４―１ 055-235-0587 

コバヤシ設備 韮崎市円野町下円井６０３A-１７ 0551-27-2637 

望月設備工業 南アルプス市藤田２１９９―５ 055-283-5073 

㈱大久調温 甲府市住吉４丁目９―１５ 055-235-2881 

長田設備工業 甲斐市牛句２２６３―８ 055-277-3553 

㈲ダイテツ工業 甲府市徳行４丁目８―１１ 055-237-4377 

㈱川口建設 南巨摩郡身延町切石６８７ 0556-42-2727 

㈲藤原工業 西八代郡市川三郷町落居６６３３－２ 0556-32-3097 

一木設備 中央市下三條５０４―７ 055-274-6035 

㈲早川設備工業 南アルプス市鏡中條３３２７ 055-282-8118 

鈴木設備 甲府市徳行５丁目１０－２５ 055-223-1870 

芦沢設備工業 西八代郡市川三郷町葛篭沢１９５ 0556-32-3723 

鷹野設備工業㈱ 甲斐市篠原２３５２ 055-276-2297 

三建設備 甲府市富士見２丁目７－４ 055-254-0039 

秋葉設備工業 南アルプス市下市ノ瀬１３２９ 055-284-0254 

大森設備サービス 西八代郡市川三郷町市川大門１８０３－３ 055-272-0077 

㈲フジモリ設備 南巨摩郡南部町本郷１０７５２ 0556-64-3133 

カネト工業㈱ 甲斐市西八幡３４８４ 055-276-6351 

甲斐サービス 甲斐市富竹新田１０８２－２２ 055-276-9743 

長田設備工業 西八代郡市川三郷町印沢１９－１ 055-272-7018 

谷内暖冷工業 甲府市大里町３５５９―１９ 055-241-6227 

齋藤工務所 南アルプス市飯野３６７９ 055-282-5837 

㈲ヒカワ住設 中央市乙黒６１０－７ 055-274-4147 

甲府管工業㈲ 甲府市国母７丁目５―３６ 055-226-1223 

中央水道 中央市西花輪１５０１ 055-274-3654 

雅設備 笛吹市石和町井戸１１９４－３ 055-244-5522 

㈲秋山住設 甲府市古上条町３９４ 055-242-2525 

㈲勝又設備工業 甲斐市玉川９０―８ 055-276-7827 

オートリ工業 中央市西花輪２６９２－２ 055-273-4411 

㈱MAEZAWA 甲府市貢川本町４－３ 055-237-0199 

匠設備 韮崎市大草町下條西ノ割１８ 0551-22-5230 

清優工業 南アルプス市飯野２５０６－４ 055-284-5891 

㈲中丸設備 南アルプス市西野２７８３－１９ 055-283-5757 

保坂設備 中央市浅利２９２１ 055-269-2471 

平島総合設備 甲府市下鍛治屋町１７７－１ 055-241-4842 

赤池サービス 甲斐市篠原１２６７－４ 055-279-2468 

㈲双葉設備 甲斐市岩森１４０１－１６ 0551-28-4775 

小澤設備 笛吹市石和町唐柏４８－８ 055-263-7547 

 

 



 

 町町町町        外外外外        指指指指        定定定定        店店店店     

㈲金丸水道設備 南アルプス市曲輪田２０７４ 055-283-1221 

㈲銅信 甲府市相生一丁目７－１０ 055-226-5526 

村松設備 西八代郡市川三郷町上野２９２６－１ 055-272-2932 

㈱水上建設 西八代郡市川三郷町上野３０８０－４ 055-272-1436 

㈱一水工業 富士吉田市中曽根三丁目５－３２ 0555-22-0395 

雨宮住設 市川三郷町市川大門３９１－３－１０３ 090-3499-5532 

㈲松丸 中央市関原３９４ 055-269-2010 

八乙女機材㈱ 甲府市下今井町６６４－４ 055-241-4746 

山梨ガーデン㈱ 富士川町最勝寺１５１４ 0556-22-4181 

 

（平成２７年３月３１日現在 １３４社） 


