
指 定 店 名 代 表 者 名 所 在 地 電 話 番 号

藤設備 遠藤 渉 身延町波高島222番地 0556-36-0204

(株)古関工業 赤池 孝教 身延町古関259番地1 0556-38-0106

松井組工友(株) 松井 洋 身延町瀬戸154番地 0556-38-0003

赤池総合サービス 赤池 朗 身延町切石155番地 0556-42-2003

(株)川口建設 望月 治 身延町切石687番地 0556-42-2727

(株)小林建設所 小林 英文 身延町遅沢2348番地 0556-42-2171

(株)富士建設所 戸栗 弘毅 身延町飯富1292番地3 0556-42-2380

増田建築所 増田 茂 身延町飯富300番地9 0556-42-3003

(株)丸一産業 市川 太 身延町下田原2095番地6 0556-42-2109

(有)望月建設 望月 鉄雄 身延町寺沢80番地 0556-42-2258

望月商店 望月 省二 身延町西嶋1145番地2 0556-42-2523

遠藤設備 遠藤 友昭 身延町梅平508番地 0556-62-3476

(株)大南設備 志村 悟 身延町丸滝158番地1 0556-62-3255

(有)竹美屋工務店 中村 久信 身延町梅平3986番地2 0556-62-0234

身延総合設備(株) 柿島 正士 身延町小田船原1157番地 0556-62-0710

(有)フジモリ設備 藤森 満 南部町本郷10752番地 0556-64-3133

若林水道設備 若林 春雄 南部町福士2640番地1 0556-66-2853

(有)井上設備工業 井上 茂樹 富士川町最勝寺1276番地5 0556-22-7501

高橋商事(有) 高橋 与樹 富士川町鰍沢1792番地 0556-22-0135

中部ライフエナジー(株) 望月 喜浩 富士川町最勝寺1260番地 0556-22-3321

(有)芦沢設備工業 芦沢 榮幸 市川三郷町葛篭沢195番地 0556-32-3723

大森設備サービス 大森 澄男 市川三郷町市川大門1803番地3 055-272-0077

長田設備工業 長田 英紀 市川三郷町印沢19番地1 055-272-7018

(有)アート住設 野中 勝司 甲府市富竹四丁目3番38号 055-228-9341

(有)秋山住設 秋山 総一郎 甲府市古上条町394番地 055-242-2525

雨宮工業(株) 柏 俊樹 甲府市荒川二丁目13番1号 055-253-4361

かしわ管工 古屋 紀武 甲府市上曽根町322番地 055-266-7033

甲府住宅設備(株) 森澤 亮治 甲府市徳行二丁目10番40号 055-228-8821

甲和管工業 中島 照美 甲府市国母五丁目18番4号 055-227-7266

大栄設備(株) 望月 愼太郎 甲府市下飯田二丁目11番17号 055-224-4331

(株)永田工業所 永田 祐樹 甲府市千塚五丁目10番2号 055-252-7161

日昇総合設備(株) 細田 安孝 甲府市徳行三丁目6番23号 055-237-8891

(株)日設工業 君島 伸幸 甲府市湯村三丁目5番21号 055-251-4891

富士冷暖(株) 長田 三千穂 甲府市上石田三丁目17番13号 055-226-1451

(株)山田設備 山田 学 甲府市青葉町7番18号 055-237-1897

(株)山梨管工業 立澤 久 甲府市中小河原一丁目9番17号 055-241-6011

町外（富士川町）

町外（市川三郷町）
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赤池サービス 赤池 岩雄 甲斐市篠原1267番地4 055-279-2468

(有)勝又設備工業 勝又 英光 甲斐市玉川90番地8 055-276-7827

(株)末木設備工業 末木 啓之 甲斐市島上条457番地1 055-277-7873

杉原設備工業 杉原 貢一 甲斐市富竹新田1420番地15 055-276-5891

新津設備 新津 俊二 甲斐市富竹新田1171番地 055-276-6918

双葉設備(株) 上野 吉輔 甲斐市志田517番地1 0551-28-4775

(株)栄進設備工業 常盤 久幸 南アルプス市加賀美3277番地 055-284-5466

河西設備工業 河西 篤 南アルプス市下今井487番地12 055-288-8779

功刀松太郎商店 功刀 浩司 南アルプス市上今井112番地 055-282-2453

三和住設(株) 小松 謙一 南アルプス市小笠原435番地2 055-284-1133

(株)清水総合工業 清水 亨 南アルプス市有野3274番地 055-285-4662

(有)ハヤカワ 早川 秀明 南アルプス市鏡中條3372番地 055-282-8118

保坂設備 保坂 清文 南アルプス市上宮地3182番地 055-284-0944

一木設備 一木 勝男 中央市下三條504番地7 055-274-6035

佐野工建(株) 佐野 信一 中央市西花輪4027番地8 055-273-1230

中央水道 青木 勇 中央市下河東3005番地1 055-270-1366

野中住宅設備 野中 茂 中央市藤巻1562番地 055-274-0631

(有)丸松 松下 翔 中央市藤巻737番地1 055-288-1388

(有)アクアクラフト 淺川 祐太朗 笛吹市石和町河内224番地2 055-263-7581

小澤設備興業(株) 望月 昌人 笛吹市石和町唐柏48番地8 055-225-5777

(有)宮下設備 宮下 富美男 笛吹市御坂町成田374番地 055-262-7097

(株)ミヤビ総設 小俣 雅仁 笛吹市石和町井戸1194番地3 055-244-5522

コバヤシ設備 小林 勇二 北杜市白州町花水1361番地 0551-27-2637

町外（甲斐市）
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