
◆県営水道指定給水装置工事事業者(横須賀市)

指定番号 指定工事店名 事業所名 事業所所在地 事業所電話番号 休業日 営業時間(通常) 修繕対応 対応可能箇所等 講習受講実施 指定有効期限 確認日

0079 文化興業　株式会社 本店 横須賀市内川一丁目7番23号 046-837-2261 土 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2025/09/29 2020/01/10

0125 鈴鹿建設　株式会社 本店 横須賀市夏島町4 046-865-6111 2025/09/29

0139 株式会社　鈴栄工業 本店 横須賀市久里浜一丁目１７番２号 046-835-8440 土 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2025/09/29 2020/05/26

0304 大信設備　株式会社 本店 横須賀市池田町6-35-15 046-837-1888 ― ― ― ― ― 2025/09/29 2020/01/22

0405 株式会社　大神 本店 横須賀市大矢部2-9-20 046-835-3000 ― ― ― ― ― 2025/09/29 2020/02/27

0425 株式会社　むらやま 本店 横須賀市佐原5-10-3 046-836-7743 ― ― ― 2025/09/29 2020/01/10

0454 株式会社　望月工業所 本店 横須賀市金谷3-4-3 046-851-1654 土 日 8:00～17:00 ― ― 有り 2025/09/29 2020/03/24

0545 須藤設備工業　株式会社 本店 横須賀市平作5-13-12 046-853-3737 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2025/09/29 2020/01/16

0548 ワンズ　株式会社 本店 横須賀市佐島1-6-4 046-856-5407 ― ― ― ― 2025/09/29 2020/01/20

0707 株式会社　岩﨑水道工事店 本店 横須賀市三春町3-8 046-823-0908 ― ― ― ― ― 2025/09/29 2020/01/07

0756 株式会社　米持工業 本店 横須賀市大矢部2-11-19 046-836-3780 土 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2025/09/29 2020/01/09

0802 東京ガスライフバル飯田　株式会社 本店 横須賀市三春町3-9-11 046-825-3511 土 日 8:30～17:15 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2025/09/29 2020/01/20

0802 東京ガスライフバル飯田　株式会社 山科台事業所 横須賀市山科台10-11 046-854-5286 土 日 8:30～17:15 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2025/09/29 2020/01/20

0817 有限会社　東住設 本店 横須賀市追浜東町2-37 046-865-4394 土 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 有り 2025/09/29 2020/01/06

0825 有限会社　アイ・ティ・オー設備 本店 横須賀市太田和1-10-10 046-857-0088 ― ― ― ― ― 2025/09/29 2020/09/25

0837 株式会社　大建設備工業 本店 横須賀市汐入町2-44 046-825-5086 日 8:00～18:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2025/09/29 2020/02/27

0847 有限会社　横須賀設備工業所 本店 横須賀市佐島1-6-15 046-874-6825 ― ― ― ― ― 2025/09/29 2020/02/07

0855 後藤設備　有限会社 本店 横須賀市公郷町6-20 046-852-4697 ― ― ― ― 有り 2025/09/29 2020/06/08

0967 有限会社　ソムリエホーム 本店 横須賀市追浜町二丁目64番1号 046-869-4760 ― ― ― ― ― 2025/09/29 2020/01/06

0988 有限会社　飛鳥設備 本店 横須賀市金谷3-2-8 046-852-3447 ― ― ― ― 有り 2025/09/29 2020/01/16

1078 株式会社富士燃 本店 横須賀市佐野町五丁目11番地 046-851-0780 土 日 8:30～17:00 ― ― 有り 2025/09/29 2020/01/10

1194 有限会社　石井設備工業 本店 横須賀市長井１－２６－８ 046-856-4985 ― ― ― ― 2026/09/29 2021/01/21

1203 有限会社　東組 本店 横須賀市岩戸３－１７－１ 046-847-1558 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 ― 2026/09/29 2021/01/04

1216 有限会社　ヤマダ衛設 本店 横須賀市長沢6-4-47 046-849-6541 土 日 8:30～17:30 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2026/09/29 2021/01/04

1227 中台工業　株式会社 本店 横須賀市鴨居１－１３－１ 046-843-6361 土 日 8:30～17:00 ― ― 有り 2026/09/29 2021/02/05

1252 株式会社　苅山設備 本店 横須賀市内川一丁目2番23号 046-854-8700 土 日 8:00～17:00 有り 2026/09/29 2021/01/22

1281 有限会社　三栄設備 本店 横須賀市粟田1-39-1 046-848-7360 ― ― ― ― 2026/09/29 2021/01/15

1292 株式会社　いづみ工事 本店 横須賀市林2-10-22 ― ― ― ― ― 有り 2026/09/29 2021/02/22

1426 有限会社　たかなみ 本店 横須賀市太田和3-1203 046-856-7817 ― ― ― ― ― 2026/09/29 2021/09/21

1491 有限会社  久保設備 本店 横須賀市浦賀1-3-11 046-841-2236 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2026/09/29 2021/01/18

1610 有限会社  鈴木設備工業 本店 横須賀市須軽谷329番地 046-856-2541 ― ― ― ― 有り 2026/09/29 2021/01/15

1728 株式会社　蛭田設備設計 本店 横須賀市池上7-13-11 046-801-5500 土 日 9:00～18:00 ― ― 有り 2027/09/29 2021/11/04

1742 有限会社　パイプハンター 本店 横須賀市野比1-3-3 046-848-5404 8:00～20:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2027/09/29 2022/09/28

1856 株式会社　小﨑組
本店 

横須賀市東逸見町2丁目50番地 046-823-0928 土 日 8:00～17:00 有り 2027/09/29 2021/12/10

注1：県営水道に届け出なく、事業者が移転している場合があります。
注2：表中の「-」は事業者が非公開としている項目です。空欄は回答がない項目です。



◆県営水道指定給水装置工事事業者(横須賀市)

指定番号 指定工事店名 事業所名 事業所所在地 事業所電話番号 休業日 営業時間(通常) 修繕対応 対応可能箇所等 講習受講実施 指定有効期限 確認日

1865 有限会社　環建設 本店 横須賀市粟田1丁目26番9号 046-847-3523 ― ― 対応不可 有り 2027/09/29 2021/12/09

2023 株式会社　清水社 本店 横須賀市久里浜8丁目5番16号 046-835-6397 8:00～18:00 対応可 【屋内給水装置】 2027/09/29 2022/01/31

2067 有限会社　小山技管 本店 横須賀市野比四丁目13番18号 046-807-3434 2023/09/29

2078 エイチエスシー　株式会社 本店 横須賀市吉井四丁目6番10号 0468-33-6293 ― ― ― ― ― 2023/09/29 2019/10/15

2318 株式会社ココ・コーポレーション 本店 横須賀市野比三丁目29番2号 046-807-3434 2023/09/29

2338 大榮住設 本店 横須賀市大矢部5丁目16番10-301号 046-836-4346 2023/09/29

2345 アイカワ設備 本店 横須賀市久里浜3丁目17番8号 046-874-4839 ― ― ― ― ― 2023/09/29 2019/12/02

2354 松井設備 本店 横須賀市大津町5丁目20番8号 0468-28-1503 2023/09/29

2366 有限会社　鈴哲建設 本店 横須賀市根岸町五丁目9番11号 046-827-2229 ― ― ― ― 有り 2023/09/29 2019/11/27

2384 株式会社　雄歩 本店 横須賀市森崎四丁目5番2号 046-834-3273 2023/09/29

2419 株式会社　青木管工 本店 横須賀市野比一丁目40番11号 046-849-4420 2023/09/29

2484 有限会社　ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽｵﾌﾞﾗｲﾌ 本店 横須賀市池上七丁目27番16号 046-850-5311 2023/09/29

2484 有限会社　ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽｵﾌﾞﾗｲﾌ 営業所 横須賀市長瀬2-4-23 046-884-9500 2023/09/29

2512 株式会社　不二環境サービス 本店 横須賀市小川町14番地1 046-820-2400 2024/09/29

2517 株式会社　内田総合 本店 横須賀市佐原3丁目22番6号 046-854-4178 2024/09/29 2020/08/26

2533 椎葉設備 本店 横須賀市安浦町2丁目33番地1　ザ・タワーハウス408 046-823-5918 2024/09/29

2551 佐々木設備工業　株式会社 本店 横須賀市ハイランド2-14-9 046-845-9040 2024/09/29

2554 佐藤工業 本店 横須賀市長井5丁目10番30号 046-856-3962 2024/09/29

2601 株式会社　アクアライフ・サポート 本店 横須賀市池田町三丁目7番15号 046-801-2345 日 8:00～18:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 【その他】調査費別途 有り 2024/09/29 2019/11/06

2605 Ｗ．Ｗｏｒｋｓ　株式会社 本店 横須賀市吉井三丁目13番5号 046-803-3658 ― ― ― ― ― 2024/09/29 2020/04/20

2680 ウォーターライフ　株式会社 本店 横須賀市平作一丁目24番4号 046-853-0760 2024/09/29

2717 青木設備工業 本店 横須賀市二葉1丁目29番7号 046-897-7285 2024/09/29

2724 株式会社　近藤設備工業 本店 横須賀市光風台4番6号 046-897-5626 ― ― ― ― 有り 2024/09/29 2019/10/07

2728 株式会社　野間設備 本店 横須賀市長沢三丁目31番27号 046-874-6062 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2024/09/29 2019/10/07

2777 鈴木建設　株式会社 本店 横須賀市長沢一丁目3番28号 046-839-3567 2024/09/29

2823 株式会社　葵 本店 横須賀市ハイランド三丁目19番13号 046-854-9611 2024/09/29

2910 有限会社　興亜工業 本店 横須賀市安浦町二丁目11番地15-105 046-828-7222 2024/09/29

2960 株式会社　共栄企画 本店 横須賀市東浦賀二丁目22番23号 046-890-6027 2024/09/29

2991 株式会社　建新 本店 横須賀市小川町26番地9 046-827-6485 2024/09/29

3031 株式会社　山川建設 本店 横須賀市大矢部三丁目13番地15 046-854-9977 2025/04/29

3032 株式会社　祐成 本店 横須賀市西浦賀三丁目13番 046-890-0116 2025/04/22

3040 株式会社　YRA 本店 横須賀市安浦町2丁目23番地5 046-876-5590 2025/05/24

3056 株式会社　ヤスムラ 横須賀営業所 横須賀市金谷3-1-10東洋ビル1F 046-850-3211 ― ― ― 2025/08/10 2020/08/21

3061 株式会社　サンエクステリア 本店 横須賀市阿部倉30番20号 046-827-7718 2025/09/09

注1：県営水道に届け出なく、事業者が移転している場合があります。
注2：表中の「-」は事業者が非公開としている項目です。空欄は回答がない項目です。
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3071 有限会社　鈴川工業 本店 横須賀市太田和5丁目556番地5 046-857-5175 2025/11/12

3188 株式会社　アンドハウス 本店 横須賀市安浦町2丁目23番地5 046-827-7883 ― ― ― ― 2027/04/07 2022/04/22

3217 株式会社　齋木設備 本店 横須賀市大矢部４-３２-５ 046-854-7045 2027/09/27

注1：県営水道に届け出なく、事業者が移転している場合があります。
注2：表中の「-」は事業者が非公開としている項目です。空欄は回答がない項目です。


