簡易内管施工登録店リスト（2018/11/14現在）
＊県市区町は総務省 全国地方公共団体コード順、登録店の商号は登録順に掲載しています。
＊本登録店リストは、登録店情報の開示についてご了承いただいた登録店のみ掲載しています。

茨城県
市区町
日立市

登録店の商号
(株)明治商会
(有)塚田燃料商事
カトウ住宅機器

所在地
茨城県日立市千石町４－４－５
茨城県日立市東多賀町２－１５－２
茨城県日立市千石町１－８－９

電話番号
0294-36-1221
0294-33-0548
0294-33-0528

牛久市

石垣クリーンサービス
児勇設備

茨城県牛久市小坂町１９６６－２０
茨城県牛久市下根町１３１２－９

029-873-5154
029-871-5224

市区町
宇都宮市

登録店の商号
益田屋プロパン(有)
赤羽燃料店
(株)須山液化ガス
(有)加藤商店
(株)ヤチネン

所在地
栃木県宇都宮市泉が丘２－１－６
栃木県宇都宮市旭１－４－４２
栃木県宇都宮市塙田３－１－１６
栃木県宇都宮市下ケ橋町１０７３－２
栃木県宇都宮市戸祭２－１０－３３

電話番号
028-661-8013
028-634-6507
028-622-3338
028-673-1728
028-622-9728

足利市

（株）シー・アール・エス

栃木県足利市葉鹿町１４７－２

0284-62-5551

矢板市

笹沼 不二男

栃木県矢板市石関５７０－１

0287-48-4401

上三川町

中里設備

栃木県河内郡上三川町西汗１７４６－２４

0285-56-0318

市区町
前橋市

登録店の商号
(有)町田住宅設備
(株)カナメ
(株)林家

群馬県前橋市日吉町２－３２－１
群馬県前橋市広瀬町１－６－２２
群馬県前橋市大渡町１－１２－２

電話番号
027-231-8513
027-261-1520
027-226-5549

高崎市

(株)サンエス商会
(有)山田燃料
(株)スカワ
(株)マルミツ
遠藤商店
(株)吉井住設
(株)リペアメイキング
(株)グンシナ

群馬県高崎市天神町６
群馬県高崎市下横町１０－３
群馬県高崎市倉賀野町１７１７
群馬県高崎市矢中町３５２－７
群馬県高崎市貝沢町１１４６
群馬県高崎市吉井町下長根３１
群馬県高崎市中居町４－２２－９
群馬県高崎市井野町１０４２－１

027-362-5243
027-322-4579
027-346-1849
027-353-3749
027-362-1669
027-387-2741
027-393-6010
027-364-3355

桐生市

(株)桐設
ケアライフ(株)

群馬県桐生市宮本町１－７－１２
群馬県桐生市菱町２－１８０２－１

0277-43-7874
0277-43-1330

太田市

住機サービス群馬

群馬県太田市由良町１５７５－４

0276-47-3374

藤岡市

(有)中里商店
(株)イグチ
新井プロパン
古屋設備

群馬県藤岡市藤岡４０１
群馬県藤岡市神田１４２－２
群馬県藤岡市下日野２１９５－４
群馬県藤岡市本動堂２２９－１５

0274-22-0250
0274-22-8765
0274-28-0028
0274-24-6327

甘楽郡

(株)ジー・アンド・ジークリエーションズ

群馬県甘楽郡甘楽町金井８８２－７

0274-67-5041

武設備
(有)マコト商会
(有)ケイ・アイ・ガス設備
ヨーキーリファイン(株)

所在地
埼玉県さいたま市西区指扇３２５－７０
埼玉県さいたま市西区大字清河寺１２５７－２
埼玉県さいたま市西区飯田新田４３４－８
埼玉県さいたま市西区土屋１６９０

電話番号
048-622-9338
048-622-5501
048-620-2025
048-783-5860

(株)シンエイ
(株)サンケンサービス

埼玉県さいたま市北区本郷町２６０
埼玉県さいたま市北区吉野町２－１８８－１０

048-668-1188
048-782-4960

さいたま市大宮区 藤屋興産(株)
(株)三共美装

埼玉県さいたま市大宮区上小町１２３６
埼玉県さいたま市大宮区大成町１－４７７

048-648-1180
048-660-3922

さいたま市見沼区 (有)古沢商店
(有)古澤設備工業
和気製作所
(有)南陽設備
(有)サイホク

埼玉県さいたま市見沼区深作２－２３－８
埼玉県さいたま市見沼区春岡３－５－９
埼玉県さいたま市見沼区東大宮２－２４－３
埼玉県さいたま市見沼区大谷１９６８
埼玉県さいたま市見沼区東大宮６－１５８－２１

048-683-1685
048-687-3511
048-665-3315
048-687-0496
048-687-6904

さいたま市中央区 (有)渡辺貞蔵商店

埼玉県さいたま市中央区下落合６－４－１１

048-852-8074

さいたま市桜区

埼玉県さいたま市桜区白鍬４２６
埼玉県さいたま市桜区西堀６－３－１１ ハイホーム中浦和５０２号

048-854-7217
048-628-3609

さいたま市浦和区 ガスの村田事務所

埼玉県さいたま市浦和区上木崎６－３５－２９

048-831-2581

さいたま市南区

Ｃ－ＣＵＢＥ

埼玉県さいたま市南区円正寺５１０－７

048-882-1114

さいたま市緑区

埼玉ガス販売(株)
(有)トータルワイド
(株)リオラス

埼玉県さいたま市緑区中尾３２４０
埼玉県さいたま市緑区原山２－３０－２１
埼玉県さいたま市緑区上野田６２７

048-874-1511
048-885-4141
048-878-6471

栃木県

群馬県
所在地

埼玉県
市区町
さいたま市西区

さいたま市北区

登録店の商号

(有)戸張住設
彩桜設備

1

市区町

登録店の商号
マルヰガス(株)
トラスト住設工房

所在地
埼玉県さいたま市緑区道祖土３－１５－８
埼玉県さいたま市緑区松木２－２３－１９

電話番号
048-886-2001
048-799-3961

さいたま市岩槻区 (株)三和商会

埼玉県さいたま市岩槻区加倉１９８６－１

048-756-3881

川越市

島下工業
ハウス・エージェント
エビコ設備
(株)沼本住宅機器

埼玉県川越市熊野町７－２６ コーポ英和１０２号
埼玉県川越市鹿飼３９２－７
埼玉県川越市渋井２０６－６
埼玉県川越市下老袋２１５－３

049-242-3320
049-223-5380
049-230-1126
049-226-6711

熊谷市

長府熊谷サービス
(有)手島屋商店
(有)タナカガス住設
オールウェイズキクチ
（有）オガノ住設

埼玉県熊谷市石原２－１７－２
埼玉県熊谷市大字石原２１０６－２
埼玉県熊谷市箱田１－１３－１３
埼玉県熊谷市上中条２１１９－１
埼玉県熊谷市代６３１－２

048-523-0016
048-522-1430
048-521-2457
048-525-4104
048-526-3331

川口市

サンスター販売(株)
国際石油燃器(株)
(有)アライエンジニアリング
(有)シンギ
赤羽商店
(有)ハウジングワン
(株)町田商店
(株)アズビー
(有)トノヅカ
(株)仁平住設工業
(株)ハウジーノ
(有)浅田商店
（有）牛込商店
友盛商社(株)
（株）ブレーン・コーポレーション
（有）日設

埼玉県川口市青木２－６－３５
埼玉県川口市青木３－２５－１６
埼玉県川口市朝日１－１０－８
埼玉県川口市北原台３－１０－５
埼玉県川口市芝高木１－１－２９
埼玉県川口市飯原町６－５５
埼玉県川口市芝３８２２
埼玉県川口市安行領根岸２２５０－７
埼玉県川口市源左衛門新田２１８－１ 大塚ハイツ１０９
埼玉県川口市江戸袋１－３－６
埼玉県川口市上青木西５－２３－２０
埼玉県川口市石神７０６
埼玉県川口市里１０６９－６
埼玉県川口市西川口６－９－３２
埼玉県川口市西川口３－１２－１５ １Ｆ
埼玉県川口市芝中田１－３８－９

048-252-3276
048-251-7639
048-223-8781
048-295-8419
048-267-9097
048-253-6151
048-266-0898
048-446-7230
048-294-6180
048-475-9243
048-264-1790
048-295-0035
048-281-5801
048-271-9148
048-437-5506
048-424-2809

行田市

(株)ソメノ

埼玉県行田市中央１０－７

048-554-2242

所沢市

山二ガス(株)
(株)土方プロパン
(株)ヤマニエコライフ

埼玉県所沢市東新井町２５４
埼玉県所沢市下安松４４５－２
埼玉県所沢市牛沼２３５－１

04-2995-6368
04-2944-0285
04-2995-6650

飯能市

押田サービス

埼玉県飯能市上赤工４６－５

042-977-3430

加須市

(有)共栄エンジニアリング
Ｃａｓタカシマ
ホンダ

埼玉県加須市上種足７２７－５
埼玉県加須市下高柳１８８８－５
埼玉県加須市久下４－２１－１２

0480-73-6326
0480-62-7620
0480-65-3130

本庄市

(株)ジェステック

埼玉県本庄市西富田３５６－１

0495-21-2285

春日部市

小林住設
イハシライフ(株)
(株)スイドウセツビコム
垣内設備工業(株)

埼玉県春日部市備後西２－９－５
埼玉県春日部市浜川戸１－９－１９
埼玉県春日部市永沼７１７－１
埼玉県春日部市大枝９１８

048-797-6455
048-763-0111
048-878-8365
048-737-0404

狭山市

(株)エネテックコーポレーション

埼玉県狭山市下奥富９６３－６

042-900-6102

鴻巣市

(株)クボタホームクリニック
(有)小室商店

埼玉県鴻巣市本町３－８－４０
埼玉県鴻巣市雷電１－３－４５

048-541-4711
048-541-0611

深谷市

真下住設(有)
(有)鈴木石油

埼玉県深谷市本田２２７２
埼玉県深谷市菅沼４４３－１

048-583-3631
048-583-2043

上尾市

(有)創営社
(株)鈴商ガス販売
イースター(株)

埼玉県上尾市原市５番耕地８９２－１
埼玉県上尾市平塚７３
埼玉県上尾市錦町３７－５

048-723-3222
048-812-7863
048-788-3490

草加市

祐工商事(株)
(株)ジェイエイエナジー埼玉
幸和産業(株)
アオイ設備工業(株)
堀川産業(株)
リフォームハウスフリー

埼玉県草加市弁天５－３４－９
埼玉県草加市金明町３７１
埼玉県草加市遊馬町１３９－８
埼玉県草加市清門２－４６－１１
埼玉県草加市住吉１－１３－１０
埼玉県草加市西町１３６５－１３

048-931-7654
048-936-6051
048-926-2691
048-951-5650
048-925-8991
048-925-2713

越谷市

あっとリビング
(株)エイム
フジオックス(株)
(株)エヌ住設
(株)神谷燃料
ホウセイ建設（株）

埼玉県越谷市弥栄町３－４３－７６
埼玉県越谷市大竹４２３
埼玉県越谷市蒲生西町２－１２－５
埼玉県越谷市大字砂原１５７２－１
埼玉県越谷市蒲生１－５－１
埼玉県越谷市赤山町１－１３０ ブライドグリーン１０２

048-975-1644
048-978-6040
048-986-2911
048-971-0196
048-988-3066
048-940-8800

蕨市

(株)山本設備

埼玉県蕨市中央７－３６－９

048-445-6793

戸田市

(有)池田水道設備工業
(有)津田タイル店
(株)えぐち
(有)協同コーポレーション

埼玉県戸田市本町２－２－１
埼玉県戸田市上戸田３－２５－１３
埼玉県戸田市笹目南町２０－２５
埼玉県戸田市笹目南町１６－４

048-442-3573
048-441-1749
048-421-3665
048-421-7550

2

市区町
朝霞市

登録店の商号
(株)ライフプラス
足立燃料(名)

埼玉県朝霞市溝沼１２７２－７
埼玉県朝霞市岡２２６

所在地

電話番号
048-461-0140
048-451-0102

志木市

(株)ＷＩＮＰＡＬ・ＪＡＰＡＮ

埼玉県志木市中宗岡３－１１－７ ２Ｆ

048-235-7541

和光市

(有)優駿設備
(株)丸和リビングテック

埼玉県和光市白子３－２６－６４
埼玉県和光市下新倉２－３８－１

048-450-2323
048-462-1716

新座市

岩渕液化ガス(株)

埼玉県新座市東北２－１－５

048-486-5311

久喜市

(有)平沢商店

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲１５０

0480-85-0033

三郷市

東埼住設(株)
(株)田中屋
(有)冨田住設

埼玉県三郷市戸ヶ崎１－５３４－４
埼玉県三郷市三郷１－３０－９
埼玉県三郷市早稲田８－９－２－４０２

048-955-8210
048-952-3061
048-958-7868

蓮田市

(有)ヨシタケ設備工業

埼玉県蓮田市緑町２－１－８

048-769-2912

ふじみ野市

斎木ガス(株)

埼玉県ふじみ野市上福岡１－４－１２

049-261-0101

市区町
千葉市花見川区

登録店の商号
(有)岡部商店
(有)オナギ商店
(有)小川總業
(株)友新産業

所在地
千葉県千葉市花見川区柏井１－３７－９
千葉県千葉市花見川区犢橋町６０３
千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘３－６－８
千葉県千葉市花見川区幕張本郷５－２０－１２

電話番号
043-259-0711
043-259-4303
043-271-6392
043-274-2010

千葉市稲毛区

ドレミ設備

千葉市稲毛区小中台４－７－７

043-301-6964

千葉市若葉区

(株)ユーテック
アイエフテクノサービス(株)
シンニチガス(株)
(株)掃除工房
(株)ナミキ

千葉県千葉市若葉区貝塚２－１５－１８
千葉県千葉市若葉区高品町１５１－２－５１６
千葉県千葉市若葉区高品町１５８５－１
千葉県千葉市若葉区みつわ台５－２０－３
千葉県千葉市若葉区加曽利町１７５０－３

043-234-9511
043-234-6602
043-232-7767
043-301-2261
043-231-0300

千葉市美浜区

(有)丸正鈴木建工

千葉県千葉市美浜区真砂３－２－４

043-279-1662

市川市

(株)カワギシ
(有)日商ホームサービス
(株)大恵住器
(株)アクアガード
(株)大塚総合リフォーム

千葉県市川市大野町１－４３９－１
千葉県市川市富浜３－２－１４
千葉県市川市堀之内１－２０－３７
千葉県市川市大野町４－２１８０
千葉県市川市欠真間２－１７－１９

047-337-1701
047-358-4534
047-372-3581
047-303-7851
047-398-4478

船橋市

(有)シンヨースタッフ
(株)今仲工務店
(有)ニッチ・プランニング
(有)真友工業
(株)シニアマネージャー
(株)榊原

千葉県船橋市薬円台５－２３－１８
千葉県船橋市金杉９－１－１１
千葉県船橋市飯山満町２－４８８－６ グリーンヒル１０３号
千葉県船橋市本中山５－１０－１１
千葉県船橋市二和東１－１７－１１
千葉県船橋市中野木１－１６－３

047-461-7300
047-438-3356
047-468-7348
047-336-5222
047-401-5273
047-479-2222

木更津市

ＥＮＥＯＳグローブエナジー(株)
伊豆島住設
Ｈ・Ｙサービス(株)

千葉県木更津市潮浜２－６－７
千葉県木更津市伊豆島８６４－２
千葉県木更津市羽鳥野１－６－１１

0438-36-0321
0438-97-3437
0438-38-0097

松戸市

佐々木住宅設備(有)

千葉県松戸市稔台８－６－１１

047-362-9601

成田市

日昭産業（株）
（有）サイトウガス

千葉県成田市並木町６４
千葉県成田市寺台５３６

0476-22-0593
0476-22-0616

佐倉市

(有)渡辺住設
グッドワーク

千葉県佐倉市上志津原３３２－４
千葉県佐倉市上志津原６７－２２

043-462-7466
043-461-6580

習志野市

ガンバ住設

千葉県習志野市東習志野３－３－１６

047-479-0453

柏市

(有)ＶｉＶｉｔ美装

千葉県柏市南増尾５－２４－１１

04-7170-9988

八千代市

(株)松戸商事

千葉県八千代市勝田４７１

047-482-4865

浦安市

(資)吉野商店

千葉県浦安市猫実４－１８－１２

047-351-1281

八街市

（株）千葉ガス設備サービス

千葉県八街市八街ほ６３６－６

043-443-4142

印西市

(株)新井

千葉県印西市大森３１９４－２

0476-42-2336

市区町
千代田区

(株)大五商会

所在地
東京都千代田区神田佐久間町３－３４

電話番号
03-3866-4348

(有)トシダ
三愛オブリガス東日本(株)
東京ガスエネルギー(株)

東京都中央区勝どき４－８－１０
東京都中央区東日本橋２－７－１ 国際東日本橋ビル５階
東京都中央区日本橋浜町１－１２－９ 日本橋浜町ビル５Ｆ

03-3531-0308
03-5835-5031
03-6891-8300

千葉県

東京都

中央区

登録店の商号
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市区町

登録店の商号
(株)平工業所
(株)スイファ
(株)エネサンス関東
(株)ハウスコーポレーション
設備屋

所在地
東京都港区東麻布２－１４－１３
東京都港区三田５－１０－３
東京都港区浜松町１－２９－６
東京都港区麻布台３－１－９ 滝口ビル２Ｆ
東京都港区南青山２－２－１５ ウイン青山９４２

電話番号
03-3583-4935
03-3451-2415
03-5404-5455
0120-03-5500
03-6869-0622

新宿区

(有)大高工務店
アジア商事(株)
(有)瑞穂工業
(有)高橋住設
(株)ワイエフ設備
(株)アースリー

東京都新宿区上落合２－１１－１－１Ｆ
東京都新宿区新小川町７－１６
東京都新宿区片町３
東京都新宿区西落合２－１４－１８
東京都新宿区北新宿４－１９－８
東京都新宿区新宿１－３０－１２ 窪田ビル１Ｆ

03-3371-0026
03-5206-8294
03-3351-1268
03-3951-4131
03-5337-2171
03-3356-8215

文京区

(株)エーワン
(株)パーパスエコテック

東京都文京区小石川５－３０－７
東京都文京区大塚５－９－２ 新大塚プラザ ４Ｆ

03-5805-2735
03-5977-3495

台東区

(株)アクアアールアンドビー
（有）ツクシ電機

東京都台東区浅草橋４－５－１ 水田ビル２０２号
東京都台東区池之端４－６－８

03-3861-8131
03-3827-2215

墨田区

(株)寿風呂飯島商店
(株)みやかわ
永山商店
コジマデンキ
平井総合設備

東京都墨田区緑３－５－９
東京都墨田区業平４－１４－１５
東京都墨田区東墨田２－１３－３０
東京都墨田区堤通２－７－２５
東京都墨田区立花６－２０－１６

03-3634-1126
03-5447-5451
03-3612-1744
03-3612-6575
03-3616-9691

江東区

(有)コバヤシ厨房
(株)久光
(株)アックス
(株)パロマカスタマーコミュニケーションズ
(株)内藤商会
東陽設備(株)
(株)ハウスサービス
Ｍ設備

東京都江東区南砂２－１５－９
東京都江東区東砂１－４－７
東京都江東区東砂３－２９－１－９０２
東京都江東区平野２－２－４
東京都江東区北砂４－１５－２３
東京都江東区東陽１－３１－３－５０７
東京都江東区北砂１－６－８ 蔵王ビル１Ｆ
東京都江東区大島８－１９－４ ３Ｆ

03-3699-1771
03-3646-2656
03-3646-8252
03-5646-1088
03-3645-0445
03-5634-1100
03-6458-7796
03-3636-8672

品川区

(株)中村工業所
(株)オオサキ
荏原住宅設備(株)
リンナイ(株)
マルヒサ設備

東京都品川区西五反田６－１６－９
東京都品川区荏原５－１４－１８
東京都品川区東中延１－１２－２３
東京都品川区東品川１－６－６
東京都品川区小山５－２０－１０ オウルズコート４０１

03-3491-9087
03-5498-1141
03-5702-2355
03-3471-8180
03-5751-2916

目黒区

三ツ輪産業（株）
(有)セイワ

東京都目黒区中目黒３－３－２ ＥＧビル２階
東京都目黒区五本木１－３５－１０ １０２号室

03-6451-0359
03-3791-8330

大田区

(株)さかなや本店燃料部
ユニティーシステムサービス(株)
(株)シシド住設
(株)小泉太郎商店
(株)セットアップシステムズ
(有)矢田風呂商会
(有)ドゥベスト
(有)山本燃料住設サービス
(有)ウエムラ設備
トーカンリビング(株)
(株)オー．テック
(株)アーバンサービス
(株)東郷
(有)石川工務店
(株)ユニコン
小林工業所
ハートリビングサポート(株)
(株)アクアシステム
(株)不二美装
(株)ＥＸＣＵＳＥ
大問屋(株)
(株)クリーニング・パパ
ノーリツリビングテクノ(株)

東京都大田区羽田６－１７－３
東京都大田区北馬込２－１４－６ ユニティー１Ｆ
東京都大田区南久が原２－９－１４
東京都大田区西蒲田４－３１－１８
東京都大田区西蒲田３－２２－４
東京都大田区千鳥１－２０－１０
東京都大田区西嶺町３－５
東京都大田区南蒲田２－２０－３
東京都大田区多摩川１－３４－４
東京都大田区大森北１－３６－４
東京都大田区南蒲田３－７－１５
東京都大田区西糀谷１－２０－１８
東京都大田区矢口３－２８－３５ ＧＥＷＴ２０９
東京都大田区羽田４－４－１２
東京都大田区中央３－２１－７
東京都大田区上池台３－４１－５
東京都大田区南蒲田２－１６－２ テクノポート三井生命ビル１Ｆ
東京都大田区中央８－１９－１０
東京都大田区久が原５－１１－２０
東京都大田区千鳥１－２５－９ ビクトワール１Ａ
東京都大田区田園調布本町５０－１０ 大成ビル１Ｆ
東京都大田区西蒲田４－１２－６
東京都大田区平和島６－１－１東京流通センター センタービル１０１

03-3741-6824
03-3773-3218
03-3756-3304
03-3754-1921
03-6313-3502
03-3758-2889
03-5741-7220
03-3738-3353
03-5741-2882
03-3762-1411
03-5735-2371
03-6904-1011
03-5741-2550
03-3741-5879
03-3778-1241
03-3720-6732
03-3731-8419
03-6410-2562
03-3753-3079
03-6715-2262
03-6715-6108
03-3753-4827
03-6410-8182

世田谷区

(株)朝日リフォームセンター
(有)中島燃料
(株)ユテックス
(株)ミナミ住設
イケダ装飾
(有)松本設備工業所
(株)松陰会館
(株)タカムラ
ナガサカ住設
(有)多気設備工業
(有)アキモト
(有)大内住建
(有)共栄厨設
熊谷化学(株)
(株)友サービス
Ｍａｈａｌｏ
(株)時田住設
ニッカホーム関東(株)

東京都世田谷区上北沢１－３０－１
東京都世田谷区玉川台１－２－１０
東京都世田谷区玉堤１－２９－５ 玉堤セイコウハイツ１Ｆ
東京都世田谷区尾山台１－２－１７
東京都世田谷区船橋６－３－１２
東京都世田谷区三軒茶屋２－３８－３
東京都世田谷区世田谷４－１３－１９
東京都世田谷区代田５－７－６
東京都世田谷区下馬５－８－９
東京都世田谷区弦巻２－９－１２
東京都世田谷区野沢２－３３－１５ ＮＯＺＡＷＡ２３３ ３０１号
東京都世田谷区喜多見１－１５－３
東京都世田谷区松原２－４－１
東京都世田谷区等々力１－３０－１４
東京都世田谷区等々力４－１８－１２ 光和マンション３０３
東京都世田谷区深沢２－５－７ シェモア深沢１０３
東京都世田谷区桜丘５－５０－２０ ハイツロークワット２０１
東京都世田谷区奥沢８－５－４

03-3304-3776
03-3700-4331
03-3702-9631
03-3704-5611
03-3304-7358
03-3410-3113
03-5450-8881
03-3414-5101
03-3421-3576
03-3429-8186
03-3422-7930
03-3417-1476
03-5300-7018
03-3702-1111
03-5758-6572
03-6759-4920
03-3425-5701
03-5752-5201

港区

4

市区町

登録店の商号
グレイス工業(株)
ブラン・エアー
(株)イッセイカネコ
(株)ワイズテクニカルサービス

所在地
東京都世田谷区経堂４－６－１５
東京都世田谷区下馬１－１２－６
東京都世田谷区千歳台３－３－１６ ＨＮ千歳台ビル５階
東京都世田谷区尾山台３－９－３

電話番号
03-3428-0131
03-6805-3855
03-6411-2782
03-6432-1075

渋谷区

畔柳管工(株)
美竹工業(株)
(有)菊嶋工業所
(株)スウィートホーム住宅サービス
首都圏瓦斯(株)
日本建物保全(株)
(株)サンリフレホールディングス

東京都渋谷区本町３－２０－１０
東京都渋谷区神宮前６－１６－７
東京都渋谷区本町６－１６－４
東京都渋谷区代々木４－６２－１６
東京都渋谷区初台１－４４－３
東京都渋谷区千駄ヶ谷２－３６－５
東京都渋谷区東１－２６－２０ 東京建物東渋谷ビル１２Ｆ

03-3372-4547
03-3400-2958
03-3377-5454
03-3372-3535
03-3299-1611
03-3405-1451
03-6427-5381

中野区

藍原風呂店
村田設備
川村工業(株)
(有)亀井設備
(有)インテリア・サービス
今井設備

東京都中野区沼袋４－２９－１６
東京都中野区上高田５－４６－１６－２０２
東京都中野区大和町１－３１－４
東京都中野区沼袋３－１６－４
東京都中野区新井４－１３－２３ 朝日クレスパリオ３１２号
東京都中野区弥生町３－４－８

03-3386-0314
03-5318-0855
03-3337-7770
03-3385-6996
03-6310-2692
03-6276-0470

杉並区

(株)アイテック
(有)三愛商会
(有)丸文設備工業
中川エンジニアリング
内田工業
三永工業所
西野住設(株)
アキト総合設備(株)
岡部システムサービス（有）
(株)ユテラス住設

東京都杉並区清水３－１６－１８
東京都杉並区高円寺南１－１０－１
東京都杉並区堀ノ内２－１８－３０
東京都杉並区高井戸東３－１７－１０
東京都杉並区成田西３－１７－１２
東京都杉並区永福２－４２－１２
東京都杉並区永福３－３３－９
東京都杉並区下井草５－４－１８
東京都杉並区南荻窪２－１３－２
東京都杉並区阿佐谷南３－４９－７

03-3399-8720
03-3314-4126
03-3311-3450
03-3333-4143
03-3398-5872
03-3328-2239
03-3302-2626
03-3397-8771
03-3335-1701
03-6279-9209

豊島区

(有)荒井工業所
大和ガス(株)
野村ガスサービス
(株)佐伯設備工業
(株)斎藤工事店
(有)大南
エスワイ設備

東京都豊島区南長崎６－２９－１０
東京都豊島区巣鴨１－１８－８－１２０２
東京都豊島区雑司ヶ谷１－１８－１８
東京都豊島区要町１－２７－２６
東京都豊島区高松１－７－１１
東京都豊島区南大塚１－２５－５
東京都豊島区池袋本町３－３１－１２ セントラルクレオ５－Ｂ号

03-3953-0905
03-3946-5571
03-3984-3319
03-3957-0488
03-3957-0482
03-3941-1225
03-6753-8379

北区

(株)東洋管工
(株)フクダヤ
(株)矢嶋商店
(株)藤島工務店
(株)ヒグメン
(株)エクシング
(株)西尾ガス風呂製作所
(株)三栄商会

東京都北区上十条５－４８－１８
東京都北区滝野川６－４５－２
東京都北区豊島３－１－１３
東京都北区上十条４－１３－１１
東京都北区滝野川７－１８－１
東京都北区岩渕町３９－２３
東京都北区豊島６－１－１０
東京都北区上十条３－２２－２

03-3908-9053
03-3916-0325
03-3914-5511
03-3907-2301
03-5961-7402
048-442-1400
03-3914-4126
03-3907-2945

荒川区

和気製作所
(株)ユタカ電機
(有)剣持工業

東京都荒川区町屋６－３－１２
東京都荒川区東日暮里３－４３－９
東京都荒川区西尾久８－１６－４

03-3895-0053
03-3891-0195
03-6914-7388

板橋区

(有)山崎商会
三悦工業(有)
(有)土井燃料店
奥田営繕設備
(有)吉田薪炭店
(有)トミタ
城北文化瓦斯
(株)フジヤマ
稲垣燃料店
(株)佐々木工業
(株)ライフ・クリエーション
(株)ソーゴー
浅野設備店
浅香工業
(株)ウォーターワークス
(株)栄工
永野設備工業(株)
（有）宮田設備
今井工務店

東京都板橋区赤塚４－１９－５
東京都板橋区熊野町１１－１３
東京都板橋区赤塚４－１０－１０
東京都板橋区高島平２－２６－７ ＵＲ高島平団地５２１
東京都板橋区成増２－２１－２２
東京都板橋区前野町１－３５－３
東京都板橋区赤塚７－１２－６
東京都板橋区前野町３－１７－８
東京都板橋区赤塚５－２６－３
東京都板橋区高島平１－７－１６
東京都板橋区坂下１－３６－３
東京都板橋区板橋４－２－３
東京都板橋区板橋１－４５－１
東京都板橋区徳丸２－７－１６
東京都板橋区徳丸６－４９－９ 第二サンコート１Ｆ
東京都板橋区大谷口北町４３－７
東京都板橋区中丸町１０－５ ビレント１０１
東京都板橋区西台１－３１－８
東京都板橋区大谷口北町８１－７

03-3930-0616
03-3956-4517
03-3930-0187
03-6915-7691
03-3930-2149
03-3558-9515
03-3930-6051
03-3967-2348
03-3930-0246
03-3937-1095
03-5994-4862
03-6905-7371
03-3961-9534
03-6789-0071
03-5922-3650
03-5926-4105
03-5926-8560
03-6906-8869
03-3956-8596

練馬区

関東産業(株)
(有)安曇産業
細野商事(株)
(株)システムこまざき
アイホサービス
(株)ホームサービス駒崎
(株)振東工業
(有)加瀬商会
(有)マルミ商事
(有)エッチアールティ興業
(有)リベラル
(有)丸忠
(株)市川燃料店

東京都練馬区関町北２－３４－６
東京都練馬区土支田４－６－９ ＨＩビレツジＤ－３
東京都練馬区田柄２－３２－２４
東京都練馬区田柄３－１９－３
東京都練馬区関町北２－３１－１１
東京都練馬区土支田１－３７－１４
東京都練馬区富士見台３－２３－３
東京都練馬区中村３－１９－３
東京都練馬区土支田１－３６－７
東京都練馬区富士見台４－９－２１
東京都練馬区大泉町３－３３－２９
東京都練馬区貫井３－８－３
東京都練馬区大泉学園町８－９－２２

03-3920-2627
03-3921-5666
03-3939-0318
03-3998-0268
03-5903-9964
03-3921-4126
03-3990-7127
03-5241-3455
03-3925-5507
03-5933-9323
03-3925-8102
03-3926-1577
03-3924-2266

5

市区町

登録店の商号
(株)大和建商
(有)石井製作所
ライツ(株)
(株)ソニック
(株)モリウチ住設
(株)幸和設備
小潟設備
今鞍工業
(同)松北興業

所在地
東京都練馬区高野台４－２０－１１
東京都練馬区豊玉北５－１９－９
東京都練馬区石神井町５－４－１２
東京都練馬区下石神井３－４－１０
東京都練馬区高松６－２－１８
東京都練馬区旭町１－１８－２１
東京都練馬区西大泉４－４－２０
東京都練馬区高松２－２４－１１
東京都練馬区中村３－２２－１３

電話番号
03-3904-1751
03-3991-1640
03-3904-1912
03-6913-3620
03-6906-6406
03-6794-6702
03-3867-5708
03-3926-6485
03-5971-2477

足立区

(有)アヤセガスウォーター
(株)福島屋
蒲原燃料住宅設備(株)
ミツマタ設備
(有)ガステック
ワタベ水道
(有)東洋商事
緑川住宅設備機器(株)
(株)山口商店
(株)綾瀬設備工業
桐山商店
拓進設備工業(株)
ヴィ・クレール(有)
(有)エコー設備
石倉工業
河原実業(株)
(株)クリンテクノ
(有)シアンズ
(有)アルファ技建サービス
(有)田辺石油
富士文化電機(株)
ケイ・トランスポート(株)
(有)丸和設備
(株)相建コーポレーション
（有）クリア住設
水上住設
誠光堂 早川インテリア

東京都足立区綾瀬４－１０－１
東京都足立区伊興５－５－１７
東京都足立区六木１－１１－１１
東京都足立区六木２－７－１１
東京都足立区保木間５－１９－５
東京都足立区六木３－１－１１
東京都足立区花畑２－１４－２
東京都足立区古千谷本町２－１０－６
東京都足立区西新井１－１９－６
東京都足立区加平１－７－１２ フィオーレ北綾瀬２０１号
東京都足立区谷在家２－７－１０
東京都足立区加平１－２１－１３
東京都足立区西新井本町５－１－１２
東京都足立区新田３－３７－１３－２１２
東京都足立区江北３－４８－６
東京都足立区青井１－１３－１２
東京都足立区舎人５－５－１６
東京都足立区皿沼１－２２－５
東京都足立区西新井５－４２－２０ ワチビル１Ｆ
東京都足立区椿２－２３－４
東京都足立区東伊興２－１－１０
東京都足立区千住関屋町９－１
東京都足立区綾瀬５－２２－６
東京都足立区佐野２－３５－１０
東京都足立区入谷５－１０－５
東京都足立区弘道１－２２－３ ホザナハイツ２０３号
東京都足立区本木２－１８－３２

03-3605-2568
03-3897-3364
03-3605-2488
03-5616-3561
03-3858-2166
03-3628-6002
03-3884-3275
03-3899-9348
03-3890-2066
03-5849-2427
03-3896-5602
03-3629-0530
03-5845-0909
03-5856-9393
03-3898-2546
03-3849-4411
03-3855-7361
03-5838-0533
03-6803-1651
03-3890-0824
03-3897-2593
03-3882-1162
03-3605-0415
03-5616-2424
03-3857-2190
03-5888-6916
03-5681-5262

葛飾区

上千葉プロパン
(株)角屋
(株)伸和工業
(株)住宅機器ハシモト
(株)マツヤ
富士産業(株)
フジクリエート(株)
野口住設
山一産業(株)
(株)ＹＡＲＵＺＥ
葛飾ガス住宅設備機器（株）

東京都葛飾区西亀有１－９－８
東京都葛飾区奥戸６－８－１９
東京都葛飾区東水元５－１８－４
東京都葛飾区亀有２－３２－２６
東京都葛飾区奥戸２－３０－１９
東京都葛飾区金町５－２６－１０
東京都葛飾区堀切３－２８－１７
東京都葛飾区新宿２－１５－１２
東京都葛飾区西新小岩５－２６－２４
東京都葛飾区奥戸９－１－４
東京都葛飾区柴又１－３７－１１

03-3601-5014
03-3696-0518
03-3600-0692
03-3601-6932
03-5670-7881
03-3607-4339
03-5698-1847
03-5699-5064
03-3697-8205
03-5694-3398
03-3600-4511

江戸川区

(有)あっとほーむ社
(有)水上ガス住宅設備
(有)藤崎商店
(株)ヤマニ産業
(株)大高商店
(有)ライフラインサービス
(株)モトザワホーム機器
(株)柳屋
大平商店
(株)マキノインクス
(有)パイプライン
(有)伸託工業
(有)江戸川水道
やまはちプロパン(株)
(株)ライフラインパートナーズ
(有)ティーエヌエム
(株)ＬＥＡＨＺ
(株)ＮＡＣサービス
（株）インテック

東京都江戸川区南小岩１－８－４
東京都江戸川区南小岩３－５－１０
東京都江戸川区北小岩６－２３－１２
東京都江戸川区南小岩８－１６－１
東京都江戸川区宇喜田町１０２１
東京都江戸川区新堀２－３－１５
東京都江戸川区江戸川５－３７－７
東京都江戸川区江戸川６－２１－１２
東京都江戸川区瑞江４－８－１３
東京都江戸川区南篠崎町２－５８－１７
東京都江戸川区篠崎町６－２２－４
東京都江戸川区中央３－２０－１１
東京都江戸川区松江５－１６－２０
東京都江戸川区東葛西５－３２－７
東京都江戸川区平井３－１４－１１ 井野ビル２Ｆ
東京都江戸川区中葛西５－３２－２ ボア葛西２０３号室
東京都江戸川区中葛西２－２１－７
東京都江戸川区谷河内１－３－１２
東京都江戸川区平井５－２１－２ クレア平井ビル５Ｆ

03-5622-0321
03-3657-5363
03-3657-6091
03-3672-1974
03-3680-2058
03-3677-8011
03-3680-2657
03-3675-1113
03-3677-2526
03-3670-7311
03-5666-2445
03-5607-5354
03-3689-7317
03-3687-5561
03-5628-3325
03-3877-2778
03-6663-9701
03-6753-5086
03-6231-9328

八王子市

(有)金一商店
(有)ナラヤデンキ
(有)トップワーク
(株)ＳＡＮＷＡ
(株)日本エネルギー
(株)Ｌｉｆｅ Ｌｉｎｅ
(有)長栄ブラテック
日通エネルギー関東(株)
ヒカリパイピング
(株)リファテック
レモンガス(株)
(株)Ｉ．Ｑ．Ｓ
ハマモト設備
(株)タキセツ
(株)東京給湯器サービス

東京都八王子市富士見町３－９
東京都八王子市子安町１－８－１８
東京都八王子市館町２１８９
東京都八王子市大和田町５－１１－１６
東京都八王子市左入町７００－１
東京都八王子市横川町５２０－７
東京都八王子市絹ヶ丘３－３４－１３
東京都八王子市左入町６８４－１
東京都八王子市下恩方町５６６－２４
東京都八王子市丹木町１－６１６－１
東京都八王子市西寺方町７００
東京都八王子市小宮町９４１－１
東京都八王子市散田町４－４６－１
東京都八王子市鹿島７－１ ライオンズ多摩センター翠彩の杜６０５
東京都八王子市大和田町３－９－２４

042-642-8036
042-642-0513
042-665-3554
042-642-9406
042-691-1107
042-626-2310
042-676-8234
042-696-5121
042-651-3324
042-696-5691
042-652-3351
042-656-3383
042-673-2744
042-670-1216
042-649-2061

6

市区町

登録店の商号
三澤建設(株)
(株)善立
杉本設備
ホームクリエイション

所在地
東京都八王子市絹ヶ丘２－１３－５
東京都八王子市左入町４０３
東京都八王子市片倉町２４０７ ＡＵハイム２０２号
東京都八王子市堀之内３－２３－１ １－３０８

電話番号
042-648-7560
042-692-2595
042-641-9698
042-677-0418

立川市

(有)梅田商店
(株)テイクリフォーム
(有)ナサ
ＴＳＣ
（株）シティリノベーション
眞鍋 孝治

東京都立川市砂川町２－４３－６
東京都立川市錦町１－４－２０ ＴＳＣビル
東京都立川市錦町５－５－２３
東京都立川市上砂町３－２－２
東京都立川市柏町３－１９－１４ フレンテ１Ｆ
東京都立川市幸町５－１６－９

042-536-2870
042-508-2631
042-525-1437
042-535-4898
042-519-4693
042-536-1741

三鷹市

(有)尾林
井出燃料店
ライフライン(株)
酒井 昭博

東京都三鷹市井口１－４－１１
東京都三鷹市井口２－１０－５７
東京都三鷹市下連雀３－４２－２ セザール武蔵野 １０５
東京都三鷹市新川２－１４－４０

0422-31-1810
0422-32-6319
0422-71-8500
0422-49-3626

青梅市

ムサシ管巧

東京都青梅市長渕６－５０１－５

0428-22-4184

府中市

ファーストヒーティングプラン
トウネンキ(株)
信成設備

東京都府中市若松町３－３０－２
東京都府中市天神町３－１１
東京都府中市白糸台２－１１－２９ エステートホリエ １０２

042-366-6355
042-363-0321
042-369-4180

昭島市

東京燃料林産(株)
(株)システムエネルギー
ヤマハル
Ｓ＆Ｓ Ｃｏｍｐａｎｙ

東京都昭島市武蔵野２－６－２５
東京都昭島市武蔵野２－６－５ 全農東京２Ｆ
東京都昭島市緑町５－１９－１９
東京都昭島市武蔵野２－２－２５ レクセルアベニュー昭島２０５

042-541-6321
042-549-0371
042-543-3951
042-546-1238

調布市

(株)あかつき設備
(有)ゆ～らいふ
町田工務店
(株)日本スペーシオ
(株)長濱水道設備

東京都調布市上石原１－２９－１
東京都調布市緑ヶ丘１－３７－４９
東京都調布市入間町２－１７－１０
東京都調布市東つつじヶ丘１－８－６
東京都調布市深大寺南町４－２６－２５

042-482-8632
03-5313-3960
03-3300-8516
03-5315-1070
042-444-8043

町田市

(有)岡燃料店
(有)イシミ住設
マルコー空調設備
(有)アオバ住設
(株)ジーエス
(有)インディーズホーム
(株)ユネット
(株)アーバンサプライ
アオヤギ
アスカ設備
(株)ニットー
(株)ハイカラ
(株)エグゼス
(株)ヨシイプランニング
(株)フォーシーズン

東京都町田市森野４－１４－２４
東京都町田市薬師台３－２９－９
東京都町田市大蔵町３６９－１ エルディム鶴川２０４号室
東京都町田市高ケ坂６－１７－２６
東京都町田市図師町１６８６－５
東京都町田市金井２－２－３４
東京都町田市南成瀬１－２－２ ＭＳセンタービル４Ｆ
東京都町田市木曽東３－２４－１７
東京都町田市本町田２６７８－１
東京都町田市鶴川４－４０－１６
東京都町田市小山ヶ丘３－２－１６
東京都町田市野津田町１０８－１２
東京都町田市野津田町１１３３－１
東京都町田市山崎町１１４４－６５
東京都町田市真光寺１－５－１４

042-722-1295
042-735-0601
042-734-6750
042-727-6736
042-794-2921
042-708-0267
042-739-7621
042-789-6080
042-728-4696
042-734-7967
042-798-5210
042-860-2100
042-708-9914
042-732-3744
042-708-4997

小金井市

(株)三英商会
(株)アルファ設備
(株)山口屋

東京都小金井市前原町５－６－２８
東京都小金井市東町１－４１－１８ バンブーコート １Ｆ
東京都小金井市本町５－１９－６

042-383-3661
042-386-7021
042-381-3354

小平市

高橋風呂店
(株)リバティ
大澤 力
ライフテック

東京都小平市花小金井１－６－３３
東京都小平市天神町１－３５３－５
東京都小平市鈴木町２－１４７－８０
東京都小平市花小金井南町２－９－２１ 西海ビル１０３

042-464-0729
042-347-1313
042-464-8651
042-452-7163

日野市

ほっとガス(株)
ＴＬＰ

東京都日野市神明２－７－２
東京都日野市百草１０４２－１０８

042-582-7750
042-591-3759

東村山市

青木燃料店
(株)エネアーク関東 西東京支店
エネックス(株)
Ｙａｂａｎａ住設サービス

東京都東村山市萩山町４－９－１１
東京都東村山市青葉町２－３８－４
東京都東村山市久米川町５－３４－１５
東京都東村山市恩多町１－２２－１

042-391-1961
042-394-3977
042-397-5115
042-396-1863

国分寺市

(株)サカウエ
小峯風呂店
東洋住設(有)

東京都国分寺市東戸倉２－１０－１
東京都国分寺市南町２－１－２０
東京都国分寺市東戸倉１－１－７

042-321-3587
042-321-0635
042-321-2583

福生市

セントラルハウジングサービス

東京都福生市北田園１－２０－９ トモエビル３Ｆ

042-553-0856

狛江市

(有)オユサービス
(有)シンワテック

東京都狛江市中和泉４－３－７
東京都狛江市岩戸南４－５－１２

03-5438-2748
03-3488-6891

東大和市

オザキリビング
ニシダ
(株)総眞設備

東京都東大和市南街５－１３－１
東京都東大和市高木３－２５９－２
東京都東大和市蔵敷１－３０６－３

042-566-0006
042-567-7525
042-590-3027

清瀬市

(有)ハーベスト
(有)和哲設備工業
Ｏ、Ｋサービス
(有)江口住設

東京都清瀬市中里６－５４－１メゾン協和１Ｆ
東京都清瀬市野塩１－３５６－７
東京都清瀬市野塩１－３１１－９
東京都清瀬市梅園２－４－２

042-494-2001
042-491-1104
042-493-8397
042-493-5603
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市区町
東久留米市

登録店の商号
(有)栗茂商事
(株)土屋忠商事
(有)いとう電気
(有)林屋商店
(株)アベジュウ建設
篠宮タイル設備工業

所在地
東京都東久留米市東本町６－２
東京都東久留米市下里２－３－３０
東京都東久留米市新川町１－６－７
東京都東久留米市本町３－１１－１６
東京都東久留米市八幡町２－１１－６５
東京都東久留米市中央町１－１－３９

電話番号
042-471-0012
042-471-2567
042-471-5626
042-471-0278
042-479-1601
042-475-8500

武蔵村山市

(有)グローバル・テック

東京都武蔵村山市残掘２－７２－１２

042-569-0561

多摩市

(有)イワオ企画
(株)大野商会
(有)ミサトホームサービス
サンクリーンライフサービス
オールラウンド住設

東京都多摩市豊ヶ丘４－６
東京都多摩市連光寺５－７－７
東京都多摩市豊ヶ丘１－６０－１７
東京都多摩市東寺方１－３－２１ グリーンヒルズセイセキ２０８
東京都多摩市鶴牧２－１９－１５

042-338-7200
042-375-7736
042-357-8236
042-400-6721
042-402-8520

稲城市

(株)ティエスサンホーム
鈴木設備工業

東京都稲城市東長沼２４４５
東京都稲城市東長沼１７１２－３ アプリレーＩＮＡＧＩ ３０２号

042-370-3711
042-313-8139

あきる野市

タニ設備(有)

東京都あきる野市引田４７８－１０

042-550-4208

西東京市

(有)西尾商店
(有)多摩住宅設備工業
(有)スガ住設
(有)山本住設
(有)清水ホームサービス
(有)小山産業
(株)ネンキ
北原商会
(有)シモダ
澤山 明雄
(株)エネスパート
(有)富士屋リホーム

東京都西東京市ひばりが丘北４－１－６
東京都西東京市谷戸町３－３－３０
東京都西東京市下保谷２－３－１１
東京都西東京市東町４－７－２５
東京都西東京市西原町２－５－３５
東京都西東京市新町２－４－１
東京都西東京市芝久保町１－３－１０
東京都西東京市北原町３－６－２３
東京都西東京市向台町１－７－５
東京都西東京市泉町４－３－１１
東京都西東京市住吉町４－８－１９ 住吉コーポ１Ｆ
東京都西東京市田無町７－１７－４１

042-421-0627
042-422-3339
042-421-3427
042-438-2235
042-469-6550
042-251-3632
042-462-3811
042-463-7253
042-468-0644
042-421-3530
042-421-8335
042-497-4981

瑞穂町

(株)ニッシンコーポレーション

東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－３－１

042-556-2301

市区町
横浜市鶴見区

登録店の商号
(有)ゆきの
(有)オスク
(資)雪野商会
内海風呂店
(株)アベニール
(有)美装
(株)信栄
(株)アクアエンジニアリング
(株)石川住設
(有)清水瓦斯

所在地
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台３－６
神奈川県横浜市鶴見区駒岡４－２３－４５
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央５－１１－１５
神奈川県横浜市鶴見区生麦５－８－４９
神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－６－２８
神奈川県横浜市鶴見区駒岡４－１５－６
神奈川県横浜市鶴見区駒岡４－２５－５
神奈川県横浜市鶴見区梶山２－３７－２５
神奈川県横浜市鶴見区生麦５－１５－１３
神奈川県横浜市鶴見区菅沢町１７－９

電話番号
045-574-1001
045-573-1071
045-501-4945
045-511-4935
045-575-5848
045-270-8064
045-583-2081
045-574-3102
045-506-3800
045-501-5207

横浜市神奈川区

(株)落合商店
(有)坂口商店
(有)田畑電気
プラスエイド(株)
(株)広伸ホーム
(株)サンズ

神奈川県横浜市神奈川区反町３－１９－２
神奈川県横浜市神奈川区白幡向町１７－９
神奈川県横浜市神奈川区菅田町２８５６－３７
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町５２５
神奈川県横浜市神奈川区子安通１－５５
神奈川県横浜市神奈川区台町１６－１ ソレイユ台町２Ｆ

045-321-3458
045-434-2311
045-472-6660
045-372-6722
045-440-5655
045-311-2525

横浜市西区

三和工業(株)

神奈川県横浜市西区平沼１－３３－７

045-320-1030

横浜市中区

(有)大谷商店
(有)金子商店
(有)コーリツ
ユークス総合建築（株）
横浜ガス

神奈川県横浜市中区立野２番地
神奈川県横浜市中区本牧町１－１６７
神奈川県横浜市中区本牧町１－６６ 池田屋ビル
神奈川県横浜市中区千歳町１－２ 横浜ＴＨビル５階
神奈川県横浜市中区上野町１－９

045-622-5960
045-621-7516
045-621-0219
045-315-4921
045-319-4345

横浜市南区

(株）紙透商店
(有)山田常五郎商店
鴨下工業(株)
(有)神保風呂桶店
(有)大岩商会
(有)エムケー設備
(有)幸電設
（株）たつみ

神奈川県横浜市南区南太田４－５－３
神奈川県横浜市南区大岡３－１－３
神奈川県横浜市南区中村町３－２０４－２
神奈川県横浜市南区六ッ川１－２６４
神奈川県横浜市南区六ッ川１－２－１６
神奈川県横浜市南区南太田１－４－４
神奈川県横浜市南区永田東１－９－２９
神奈川県横浜市南区大岡１－２９－８ ニューパース横濱弘明寺４０４

045-731-6439
045-731-6113
045-252-6518
045-731-4984
045-822-6272
045-731-9690
045-730-0836
045-715-7167

神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町３５０ 千丸台アパートＨ２７３４
神奈川県横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘４１－２－２０５
神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町３０３－２２６
神奈川県横浜市保土ヶ谷区法泉２－２５－１８
神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子町１－４１
神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町９４４－２
神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町２－２１４
神奈川県横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘３４－１５
神奈川県横浜市保土ヶ区鎌谷町１５１
神奈川県横浜市保土ヶ区上菅田町３９６－５
神奈川県横浜市保土ヶ区岩井町３０６－２

045-381-2614
045-331-3316
045-712-5016
045-351-1031
045-331-2398
045-381-1994
045-337-0269
045-331-8003
045-333-6144
045-370-3510
045-713-5778

神奈川県

横浜市保土ヶ谷区 (有)庄子設備
(有)寺崎住設
(有)三立ガス器具サービスセンター
東西工業(株)
丸山浴槽設備
(有)中田設備
オザワ総合設備(株)
東浜装備
花岡総合設備
(株)ケーエスエンジニアリング
(株)ライフアドバンスジャパン
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市区町
横浜市磯子区

(株)レグルス

登録店の商号

所在地
神奈川県横浜市磯子区森が丘２－１０－１２ Ａ－２

電話番号
045-841-8020

横浜市金沢区

(株)金子産商湘南
(有)田島商店
(有)小山ホーム機器
ほそい商店
日暮商店
(有)フジハマ
(株)大八
ぷらんしぇ
（株）あぷら

神奈川県横浜市金沢区東朝比奈３－１６－２
神奈川県横浜市金沢区富岡西７－１１－２６
神奈川県横浜市金沢区泥亀１－１７－９
神奈川県横浜市金沢区六浦東１－２２－６
神奈川県横浜市金沢区六浦５－２１－９
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西２－１５－２２
神奈川県横浜市金沢区幸浦２－５－１
神奈川県横浜市金沢区東朝比奈２－７－１７
神奈川県横浜市金沢区富岡東２－３－７

045-781-5707
045-772-3718
045-701-1326
045-701-8821
045-781-0046
045-784-7372
045-701-4571
045-782-4325
045-778-2839

横浜市港北区

重森商事設備機器(株)
(有)大精プロパン
(株)塚原設備
(株)キンライサー
(株)太平洋エネルギー
(株)ワイズリフォーム
(株)誠住宅設備
（株）米山商事
（株）藤田工業
(株)新日本環境
（株）ファーストホーム
（株）アクティホーム
(株)倉垣工務店

神奈川県横浜市港北区大曽根１－２８－７
神奈川県横浜市港北区高田町１８５５
神奈川県横浜市港北区新横浜１－４－７ ミスミコーチ９０２
神奈川県横浜市港北区新横浜３－２０－８ ＢＥＮＥＸ Ｓ３ビル８Ｆ
神奈川県横浜市港北区新横浜２－２－３
神奈川県横浜市港北区綱島東５－３－１
神奈川県横浜市港北区小机町１４５９－４－Ｃ１０２
神奈川県横浜市港北区新羽町１５２６
神奈川県横浜市港北区鳥山町１０１７ １Ｆ
神奈川県横浜市港北区樽町４－１６－２１
神奈川県横浜市港北区新吉田東３－４４－４６
神奈川県横浜市港北区大倉山１－３０－１－１Ｆ
神奈川県横浜市港北区日吉７－１３－２１ キカクハイツ１０３

045-531-1306
045-592-7539
045-471-5629
045-478-0521
048-971-5408
045-710-0360
045-548-5988
045-542-6561
045-620-0893
045-717-7733
045-594-6789
045-534-0877
045-594-6647

横浜市戸塚区

(有)小野商店
(株)トミ・管理サービス
(有)金子商会
グッドライフサーラ関東(株)
(株)東海無線電機商会
(有)神奈川工業
井福設備
なるとや
ＳＯＳサービス横浜(株)
プレステージ
髙橋 英夫

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町２６８
神奈川県横浜市戸塚区舞岡町２４５０－１
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町２６９
神奈川県横浜市戸塚区小雀町１９５９－１
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５１４－１ 南の街８号館１０４
神奈川県横浜市戸塚区東俣野町９６５－２２
神奈川県横浜市戸塚区吉田町３００５－１３
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町３２３－２
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２１１７－１
神奈川県横浜市戸塚区汲沢５－２０－２１
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２４７１－５５

045-881-0853
045-820-1530
045-881-2534
045-854-2251
045-821-8837
045-306-7813
045-864-0436
045-811-9557
045-443-5558
045-881-3103
045-811-7966

横浜市港南区

(株)第一メンテナンス
(株)朝日商事
(株)ヤマダ住設
(株)イタヤマ
(株)鈴木正男商店
富士フェニックス(有)
三共住販（株）
ユニットリフォーム

神奈川県横浜市港南区下永谷５－１－５７
神奈川県横浜市港南区上永谷６－４－１６
神奈川県横浜市港南区上大岡西２－１０－２３
神奈川県横浜市港南区日野中央２－８－７
神奈川県横浜市港南区笹下１－４－８
神奈川県横浜市港南区日野８－２０－１５－１００９号
神奈川県横浜市港南区港南台１－１０－２ 川之上ビル壱番館２Ｆ
神奈川県横浜市港南区芹が谷４－２－３３ アークプラザ港南芹が谷３０１

045-826-0422
045-841-6547
045-842-1654
045-845-1919
045-843-7649
045-844-5408
045-832-8181
045-516-9561

横浜市旭区

(有)カトー
(有)サイトウ住設
(株)末広電気商会白根店
(株)リフレッシュ
(株)浜
(有)昭和プロパン
(株)サンエル
石井商店
(有)加藤忠工務店
(株)シンサナミ
(株)カナエル
(有)エスケイ社
旭リフォーム
東管工業(株)
エムサポート
(株)シンテック
東海設備
東亜ガス(株)
ＢＥＳＴ(同)
(株)三和水道管理
翔和住設
(株)ウォーターソニック

神奈川県横浜市旭区二俣川１－４３－２８
神奈川県横浜市旭区白根１－１０－７
神奈川県横浜市旭区中白根４－１７－８
神奈川県横浜市旭区市沢町１１４２－１３
神奈川県横浜市旭区今宿西町３２８
神奈川県横浜市旭区白根４－１－９
神奈川県横浜市旭区都岡町５５－１３
神奈川県横浜市旭区金が谷１－４１－９
神奈川県横浜市旭区中白根１－３２－１１
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２－５
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町１－３０－２３
神奈川県横浜市旭区川島町３００２－２２
神奈川県横浜市旭区西川島町６０－２８
神奈川県横浜市旭区善部町８－１
神奈川県横浜市旭区上白根３－３５－２－６０３
神奈川県横浜市旭区金が谷１－１５－１０
神奈川県横浜市旭区市沢町９４６－６７
神奈川県横浜市旭区上白根町７２５
神奈川県横浜市旭区都岡町４８－２４
神奈川県横浜市旭区本宿町５５－１
神奈川県横浜市旭万騎が原７８－９
神奈川県横浜市旭区市沢町５８６－５３

045-364-2300
045-955-4773
045-954-3322
045-370-5255
045-953-8066
045-951-3586
045-951-1101
045-361-5838
045-953-1394
045-952-1151
045-959-1111
045-442-8790
045-373-8305
045-442-3094
045-953-4115
045-362-0988
045-489-3212
045-954-2661
045-959-4025
045-362-1721
045-361-0525
045-352-1005

横浜市瀬谷区

(有)瀬谷エルピー商会
工藤住設
(株)ガス器具センター
(株)Ｎリビング
(有)井上商店
ベストウエイ(株)

神奈川県横浜市瀬谷区相沢７－５８－１１
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西１－１５－６
神奈川県横浜市瀬谷区本郷３－２８－３ 第二メゾンモリヤ１０５号
神奈川県横浜市瀬谷区本郷４－４６－１
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－３７－６
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸１－３７－２

045-302-3012
045-361-1812
045-303-5831
045-303-4185
045-364-2385
045-304-4708

横浜市栄区

(有)ユタカ電器商会
片桐住宅設備
(有)谷山建設
(株)ＬＩＦＥ ＣＲＥＡＴＩＯＮ

神奈川県横浜市栄区桂台西２－３－１３
神奈川県横浜市栄区飯島町１６５２－２Ｆ
神奈川県横浜市栄区飯島町１７７３－９２
神奈川県横浜市栄区若竹町１９－６

045-892-2648
045-410-8135
045-891-2519
045-516-5432

横浜市泉区

金子産商(株)
富屋産業(有)
(有)細井住設

神奈川県横浜市泉区和泉町５９５２
神奈川県横浜市泉区上飯田町３５９５－２
神奈川県横浜市泉区中田南２－１３－９

045-802-8346
045-302-0281
045-802-0317
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市区町

登録店の商号
アサヒガス器具(株)
(有)南インテリアリフォーム
(株)ユニリブ
広建工業
並木商事(株)
金森藤平商事(株)
河野商事（株）
内田設備
(有)いづみ建装

所在地
神奈川県横浜市泉区新橋町１３１５
神奈川県横浜市泉区下和泉３－５－２７
神奈川県横浜市泉区領家２－１２－２－５０８
神奈川県横浜市泉区新橋町１４０８－１
神奈川県横浜市泉区中田西３－２－３ ＮＭＫビル ２Ｆ
神奈川県横浜市泉区和泉町７８４２－１
神奈川県横浜市泉区和泉が丘２－３１－３３
神奈川県横浜市泉区和泉町６２１９－１ グレーシアステイツいずみ野１４２号
神奈川県横浜市泉区和泉町５９５７－８

電話番号
045-812-5221
045-801-0836
045-813-6878
045-811-4333
045-803-5117
045-802-7479
045-802-1139
045-438-8185
045-802-9556

横浜市青葉区

(有)鈴木商店
若松屋商事(株)
(有)大丸電機
日成住機(株)
(有)マルカホームガスサービス
(株)酒井住宅設備
Water-Works
(有)アット
ソーマコーポレーション(株)
(株)ウォーミングパン

神奈川県横浜市青葉区大場町１７４
神奈川県横浜市青葉区荏田町１４０９
神奈川県横浜市青葉区荏田町２１２－１
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町８２４－１４
神奈川県横浜市青葉区荏田町９４
神奈川県横浜市青葉区元石川町４２１６－４
神奈川県横浜市青葉区奈良２－１３－１６ サニーコート１０３号室
神奈川県横浜市青葉区荏田西４－２－６４
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５３
神奈川県横浜市青葉区みたけ台４４－１

045-971-4063
045-911-2111
045-911-3067
045-961-3911
045-911-7120
045-904-0026
045-961-3666
045-910-6605
045-532-9941
045-972-1919

横浜市都筑区

横浜ホームサービス(株)
工藤建設(株)
(株)クラスタ
(有)コーラルサービス
(有)レリーフ
(株)サンケンアメニティ
(株)クリハラ
(株)光商会
(株)ダイチ住建
(株)アズクリエイティブ
Ａｎｄｙ Ｗｏｒｋｓ

神奈川県横浜市都筑区大棚町４７４
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央５６－１２
神奈川県横浜市都筑区東方町１６９８
神奈川県横浜市都筑区荏田東３１７－２
神奈川県横浜市都筑区平台１９－１０
神奈川県横浜市都筑区中川５－１－１９
神奈川県横浜市都筑区見花山１２－３０
神奈川県横浜市都筑区南山田町４８０４－１
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央２６－１０ ソレイアードⅢ－２０６
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央４２－２１ 第二佐藤ビル３０２号
神奈川県横浜市都筑区東山田２－１６－６ スズキテラス１０１号室

045-593-1030
045-415-8001
045-942-1131
045-482-3484
045-949-3807
045-308-6591
045-530-9615
045-591-7711
045-942-2022
045-507-6442
045-594-5878

川崎市川崎区

(有)大浦商店
(有)岩瀬商店
(株)岸田屋
(有)阿部住設機器
(有)ジャストイシバシ
福屋興業(株)
(有)フジエダ住設
吉原瓦斯燃料(株)
(株)川崎空調サービス
佐藤住設
（有）田邉材木店

神奈川県川崎市川崎区池上新町２－７－３
神奈川県川崎市川崎区藤崎１－１２－１
神奈川県川崎市川崎区大島３－１６－１５
神奈川県川崎市川崎区中島２－２０－１
神奈川県川崎市川崎区貝塚１－１－１５
神奈川県川崎市川崎区昭和２－１２－１０
神奈川県川崎市川崎区池田１－４－１５
神奈川県川崎市川崎区旭町２－２４－５
神奈川県川崎市川崎区伊勢町２０－１２
神奈川県川崎市川崎区旭町２－２１－３
神奈川県川崎市川崎区中島１－５－１１

044-266-8641
044-233-1933
044-222-5669
044-233-3326
044-222-4333
044-299-5706
044-233-3491
044-244-4314
044-245-5231
044-211-3229
044-222-5937

川崎市幸区

(株)山崎茂商店
(株)山本商店
(有)蕪木商店
(有)カシワ商会
(有)佐藤商店
(株)スマイルプラス

神奈川県川崎市幸区塚越１－６０
神奈川県川崎市幸区小倉４－９－２７
神奈川県川崎市幸区古川町１２４
神奈川県川崎市幸区戸手１－６－９
神奈川県川崎市幸区南加瀬３－２５－５
神奈川県川崎市幸区北加瀬１－１７－３

044-522-2283
044-588-1647
044-522-6489
044-511-6607
044-588-3533
044-589-5680

川崎市中原区

(有)秋山商店
東横ガス(株)
(有)遠藤商店
(有)相原銅器製作所

神奈川県川崎市中原区上小田中２－２５－１
神奈川県川崎市中原区中丸子１２８０
神奈川県川崎市中原区上平間１７００
神奈川県川崎市中原区木月４－１２－６

044-766-4939
044-422-0621
044-511-1007
044-411-4955

川崎市高津区

(株)高津石油
(有)大塚燃料店たからや
(有)宮田住宅設備
(株)レインボー
(有)武綜合設備
(有)リフォームライフ

神奈川県川崎市高津区末長２－２３－４５
神奈川県川崎市高津区坂戸３－９－１０
神奈川県川崎市高津区千年５７４
神奈川県川崎市高津区溝口３－２１－１５
神奈川県川崎市高津区久末１６７７－７
神奈川県川崎市高津区子母口１８３－２２

044-866-4530
044-822-2885
044-766-5519
044-833-0223
044-741-3316
044-873-8114

川崎市多摩区

(株)久美乃屋
(株)ケイダッシュ
(有)平野益雄商店
市川住宅設備(株)
(有)小島屋
(有)アヅミ美装

神奈川県川崎市多摩区中野島３－１６－１４
神奈川県川崎市多摩区宿河原４－２１－１５ コスモステージ宿河原３０１
神奈川県川崎市多摩区西生田２－６－５
神奈川県川崎市多摩区登戸１９３０－４
神奈川県川崎市多摩区宿河原２－１２－４ 第２小島ハイツ１０１号
神奈川県川崎市多摩区菅５－１０－２４－１Ｆ

044-911-2688
044-857-4411
044-966-5364
044-911-4496
044-911-7559
044-944-1935

川崎市宮前区

(株)ホクト
(有)荒野ガスエンジニアリング
瑞テクノ(株)
(株)ブレンナ設備
原商会
(株)シムラ

神奈川県川崎市宮前区神木本町２－５－５
神奈川県川崎市宮前区南平台２０－３３
神奈川県川崎市宮前区東有馬１－９－１０
神奈川県川崎市宮前区野川１２７３
神奈川県川崎市宮前区土橋７－１－５ コトー宮前平 ５０３号室
神奈川県川崎市宮前区初山１－２４－１０

044-866-9262
044-976-1915
044-854-7741
044-799-1461
044-855-1929
044-750-0433

川崎市麻生区

(株)百合丘リビング
(株)クオリアワークス

神奈川県川崎市麻生区百合丘１－２４－５
神奈川県川崎市麻生区岡上７５２－３８

044-966-3336
044-986-5153

相模原市緑区

(株)リビック相模原
小沢商店
(名)鈴木商店

神奈川県相模原市緑区西橋本３－１１－１１
神奈川県相模原市緑区佐野川４７８－１
神奈川県相模原市緑区青山２８７

042-773-1966
042-687-3112
042-784-1003

10

市区町
相模原市中央区

登録店の商号
中央液化ガス(株)
(有)丸藤プロパン
(有)ヒロ設備
(有)アクアシスト
(有)まごころ設備
ＳＧＭ住宅設備
(株)ユーディーテック
信栄商事(株)
小峰設備
(株)中村建創
(株)トータス
相模ガス(株)
(有)大渕商店
林設備

所在地
神奈川県相模原市中央区由野台２－３３－７
神奈川県相模原市中央区富士見３－１２－２１
神奈川県相模原市中央区上溝８６１－５
神奈川県相模原市中央区横山３－３３－１０
神奈川県相模原市中央区田名４６６１－７
神奈川県相模原市中央区田名塩田２－２１－４
神奈川県相模原市中央区南橋本２－１１－５ ＴＡＣビル１Ｆ
神奈川県相模原市中央区淵野辺３－６－２０
神奈川県相模原市中央区淵野辺４－２４－６
神奈川県相模原市中央区淵野辺２－２８－１７
神奈川県相模原市中央区淵野辺４－１５－２１－１０２
神奈川県相模原市中央区淵野辺３－１－２
神奈川県相模原市中央区淵野辺４－７－１４
神奈川県相模原市中央区上矢部５－３－１５

電話番号
042-752-5027
042-752-2359
042-778-6140
042-776-1579
042-762-6356
042-810-0501
042-810-8338
042-752-4502
042-752-9148
042-812-6282
042-707-7115
042-753-1231
042-754-6776
042-750-6884

相模原市南区

(有)細谷達司商店
(有)トータルライフホソヤ
(有)共和住設
(有)ノムラ
(有)中野屋篠崎商店
(株)アイテリア ナカムラ
(株)ハウザー
(株)川原テクノサービス
エージェック
西山設備
高野設備
(有)アート工芸
(株)ライフエイド
(株)宮本住宅総合サービス
(同)スズテックス
(有)田口住設

神奈川県相模原市南区大野台２－２５－３
神奈川県相模原市南区古淵４－７－２１
神奈川県相模原市南区東大沼３－２７－１３
神奈川県相模原市南区大野台７－６－１５
神奈川県相模原市南区旭町１０－１４
神奈川県相模原市南区相模台４－１２－１４
神奈川県相模原市南区新磯野１３－３
神奈川県相模原市南区上鶴間３－４－１５
神奈川県相模原市南区東大沼２－２－７３
神奈川県相模原市南区南台２－４－１９ ハイツ南台２１０号室
神奈川県相模原市南区文京１－１２－１０
神奈川県相模原市南区上鶴間４－２９－２－３０８号
神奈川県相模原市南区上鶴間本町９－１０－３０
神奈川県相模原市南区東林間３－１８－１７
神奈川県相模原市南区新戸２０６８－２
神奈川県相模原市南区磯部１２０１－３５

042-752-8045
042-755-9789
042-743-1257
042-753-2186
042-742-9274
042-742-1745
042-747-2803
042-767-3395
042-741-1322
042-748-0169
042-749-1645
042-745-5120
042-767-2166
042-742-0245
050-3736-8818
042-711-7763

横須賀市

(有)飯塚慎治郎商店
(株)タケナガ
(株)ライフライン岩崎
(株)岩崎水道工事店
(有)コマツ設備
ハウレッシュショップ ハセベ
(株)太八商事
(株)マスダ
(有)菱沼風呂販売店
(株)富士燃
(株)リモデルプランニング
(株)五美
(株)大興
(株)リライズ
ダイワビルテックシステム
高村設備

神奈川県横須賀市坂本町２－３１
神奈川県横須賀市追浜本町１－３
神奈川県横須賀市三春町３－８
神奈川県横須賀市三春町３－８
神奈川県横須賀市ハイランド４－２－１９
神奈川県横須賀市東逸見町１－５３
神奈川県横須賀市津久井２－３－１３
神奈川県横須賀市根岸町１－９－９
神奈川県横須賀市安浦町３－１５
神奈川県横須賀市佐野町５－１１
神奈川県横須賀市本町３－３１ ベイスクエアよこすか二番館４Ｆ
神奈川県横須賀市林５－５２２
神奈川県横須賀市根岸町３－１０－１３
神奈川県横須賀市佐島１－３－２１
神奈川県横須賀市小原台３９－１３
神奈川県横須賀市野比１－２６－６

046-822-0172
046-865-2319
046-823-0943
046-823-0908
046-847-2492
046-823-2254
046-848-0711
046-836-2249
046-822-4013
046-851-0780
046-821-3031
046-856-1431
046-836-7793
046-874-9902
046-844-6484
046-887-0506

平塚市

(株)小島商店
神農流通(株)
高橋プロパン(株)
(有)Ｋ．Ｓ．Ｇ
西湘器具販売
(有)アイテック
(有)平塚アスカ商会
(同)ツービック
アスベックス(株)
（有）内田屋米店

神奈川県平塚市幸町２６－４２
神奈川県平塚市四之宮６－１４－５１
神奈川県平塚市平塚１－２２－１８
神奈川県平塚市横内２７８７
神奈川県平塚市豊田平等寺４３７
神奈川県平塚市河内４４４－２
神奈川県平塚市錦町２０－８
神奈川県平塚市横内３２２９－１０
神奈川県平塚市唐ヶ原２２－１
神奈川県平塚市代官町１６－１４

0463-22-4100
0463-54-6351
0463-31-1074
0463-54-8285
0463-36-6039
0463-32-6954
0463-23-8918
0463-55-2495
0463-86-6691
0463-21-2124

鎌倉市

井上秀商事(有)
佐藤エンジニアリング
(株)宮治商店
（有）ケンウエスト
(株)ＣＬＥＡＴ

神奈川県鎌倉市大船１１８２
神奈川県鎌倉市極楽寺２－６－１０
神奈川県鎌倉市小町１－１４－１５
神奈川県鎌倉市大船４－１６－２７
神奈川県鎌倉市寺分２１４－３９

0467-46-5229
0467-22-5231
0467-22-2416
0467-41-4020
0467-81-3080

藤沢市

(有)桐山プロパン商会
相和設備工業(株)
(有)志村住設
(有)石井プロパンガス商会
神奈川液化ガス(株)
(有)成勢商店
(株)山本松五郎商店
(有)湘南給湯器直販センター
三共石油瓦斯(株)
(株)フロンティア設備
長後プロパン(有)

神奈川県藤沢市亀井野２－１２－６
神奈川県藤沢市川名２－５－２５
神奈川県藤沢市城南１－１－９
神奈川県藤沢市辻堂元町４－１５－３１
神奈川県藤沢市石川６－１１－１３
神奈川県藤沢市遠藤２４８０
神奈川県藤沢市立石３－３２４２
神奈川県藤沢市本藤沢３－１７－１２
神奈川県藤沢市西富５３０
神奈川県藤沢市菖蒲沢１１９２－２１
神奈川県藤沢市長後２０１７

0466-81-1540
0466-26-6665
0466-35-5910
0466-36-6291
0466-88-7476
0466-87-0021
0466-81-3141
0466-82-7691
0466-27-3941
0466-48-7802
0466-44-2271

小田原市

内田商事(株)
(株)丸江
(有)スドウ工営
ｅライフ(株)

神奈川県小田原市飯泉１６８
神奈川県小田原市栄町２－１３－６
神奈川県小田原市鬼柳７９９－１０
神奈川県小田原市田島２５６－６

0465-47-8511
0465-22-6116
0465-39-2021
0465-43-9921

茅ヶ崎市

上野住設(株)
(有)松永

神奈川県茅ヶ崎市浜竹４－１－７６
神奈川県茅ヶ崎市浜之郷２７９－４

0467-82-0681
0467-82-7019
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市区町

登録店の商号
(有)ブンカホーム機器
(有)三橋商店
アースエネックス(株)
(株)ユミザ・インテック・コーポレーション
(有)柿光商店
西之宮商事（株）

所在地
神奈川県茅ヶ崎市十間坂３－２－３３
神奈川県茅ヶ崎市南湖３－１４－３
神奈川県茅ヶ崎市萩園７４１－２
神奈川県茅ヶ崎市下町屋１－５－６
神奈川県茅ヶ崎市浜竹４－４－４
神奈川県茅ヶ崎市南湖２－２９－２８

電話番号
0467-82-3909
0467-82-2560
0467-50-0111
0467-33-4155
0467-82-7684
0467-82-2526

逗子市

(有)清田商店

神奈川県逗子市久木３－４－７

046-871-4549

三浦市

三崎燃料(株)

神奈川県三浦市原町１－７

046-882-4281

秦野市

宇山商事(株)
（株）一照カンパニー
不二企業(株)
（有）ヒルタ住設

神奈川県秦野市寿町４－１８
神奈川県秦野市上今川町６－９
神奈川県秦野市曽屋７６３－１
神奈川県秦野市下大槻１２９２－１２

0463-81-0065
0463-57-2689
0463-81-5960
0463-77-2965

厚木市

(有)馬場設備
(有)サガミ住設
(有)菅家設備

神奈川県厚木市上依知１４４４－８
神奈川県厚木市三田１９８９－７
神奈川県厚木市三田３３６４－１

046-246-0996
046-242-0129
046-241-4121

大和市

(株)桜ヶ丘流通
(有)四葉商会

神奈川県大和市上和田８５１
神奈川県大和市西鶴間２－１－１３

046-267-2252
046-274-6031

海老名市

(株)山商システム
(株)カインド
プライム設備

神奈川県海老名市大谷北３－８－１９
神奈川県海老名市中央３－１－２３－１１０４号
神奈川県海老名市上今泉１－２２－１３－１

046-233-7577
046-211-5013
046-234-6383

座間市

(有)デコレメイト
(有)輪光厨房

神奈川県座間市新田宿３１
神奈川県座間市新田宿１３８－３

046-266-4028
046-255-8994

綾瀬市

山内住設
(有)内田工業所
Ｆ．ＴＳサービス(株)
(有)さがみの商事
スリーエスコーポレーション
(株)タクミクス
(有)ＢＢＳアカギ
河洋住設

神奈川県綾瀬市早川６６０－５
神奈川県綾瀬市寺尾中１－５－６
神奈川県綾瀬市深谷南４－１２－１１
神奈川県綾瀬市深谷中８－９－２８
神奈川県綾瀬市綾西３－１４－１４
神奈川県綾瀬市深谷中５－１２－３３
神奈川県綾瀬市大上１－６－１１
神奈川県綾瀬市大上７－１１－１５

0467-77-5907
0467-76-1659
0467-79-3234
0467-78-0059
050-3665-7355
0467-38-8489
0467-78-7680
0467-76-7675

葉山町

(有)福原プロパン
(有)小林商会
横山住設

神奈川県三浦郡葉山町下山口１５１７
神奈川県三浦郡葉山町一色９５４
神奈川県三浦郡葉山町長柄６９６－６

046-875-2370
046-875-2202
046-895-7204

寒川町

佐藤工業
(有)テックサービス

神奈川県高座郡寒川町一ノ宮４－８－４６
神奈川県高座郡寒川町田端１４８０－６

0467-74-3543
0467-75-3321

中井町

(株)リビングハシモト

神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１７５５－４

0465-81-0540

山北町

(株)エバーランド

神奈川県足柄上郡山北町向原１３７０－３

0465-76-4945

愛川町

（株）コロナ技研
(有)戸倉屋商店

神奈川県愛甲郡愛川町半原４６０８－１８
神奈川県愛甲郡愛川町角田４３５２

046-280-3731
046-281-1371

市区町
大阪市

登録店の商号
(株)岡元工業所

所在地
大阪府大阪市港区夕凪１－１０－９

電話番号
06-6575-2300

枚方市

(株)ケイナンサービスセンター

大阪府枚方市田宮本町１－３

072-841-6077

大阪府
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