
指定給水装置工事事業者一覧 

令和５年２月１日現在 

指定店名 代表取締役 住所  電 話 番 号 

有限会社 ケイ・総合サービス 木場 芳文 鹿屋市吾平町上名1279番地1 0994-58-7738 

入佐建築事務所 入佐 六男 鹿屋市吾平町下名2890番地1 0994-58-8119 

桂木設備 東桂木 恵 鹿屋市吾平町麓1730番地1 0994-58-6022 

タナカ設備 田中 英幸 鹿屋市吾平町麓3381-2 0994-58-6951 

安田設備  安田 洋次 鹿屋市吾平町麓3411番地2 0994-58-5224 

田中産業 株式会社 田中 高次 鹿屋市吾平町麓3611番地 0994-58-6016 

中俣電気工事店 中俣 智久 鹿屋市吾平町麓4063番地８ 0994-58-7315 

鹿児島水道サービス 川野 貴行 鹿屋市旭原町2407-7 090-4580-7507 

株式会社 南日本電設工業  
南九州支店 

埒 行徳 鹿屋市旭原町2811番地5 0994-35-1200 

アポロ工務店 松元 和敏 鹿屋市旭原町2630番地1 0994-44-7871 

日昇 株式会社 鈴木 恵美子 鹿屋市旭原町2632-1 0994-44-7811 

大安設備工業 小薗 義美 鹿屋市上野町4554番地91 0994-44-7567 

共和建設興業 株式会社 永野  聡也 鹿屋市打馬1丁目3番15号 0994-44-2211 

松元設備 松元 和憲 鹿屋市王子町3925番地 0994-43-6294 

株式会社 赤瀬川建設 赤瀬川 威 鹿屋市大姶良町2869番地 0994-48-2361 

有限会社 日東住設工業 田中 耕太郎 鹿屋市大浦町11384番地2 0994-42-2121 

株式会社 児島設備工業 児島 順二 鹿屋市笠之原町1517番地2 0994-43-4041 

株式会社 山本設備 山本 太一 鹿屋市笠之原町2899番地6 0994-37-5037 

株式会社 大興空調システム 枦木 健一 鹿屋市笠之原町2958番地3 0994-44-5709 

藤崎設備 鈴木 秀己 鹿屋市笠之原町49番49号 0994-44-5383 

有限会社 エイワ工業 本村 英和 鹿屋市上谷町13534番地1 0994-44-9009 

有限会社 光和建設45 葎迫 正行 鹿屋市上谷町14番21号 0994-43-1232 

大隅設備 株式会社 栗脇 士朗 鹿屋市上谷町7－12 0994-43-8822 

有限会社 福元電設 福元 正博 鹿屋市上祓川町8716番地5 0994-40-1040 



有限会社 井手口設備企画 井手口 孝 鹿屋市川西町3878番地8 0994-41-5102 

福元昭建設 株式会社 福元 義広 鹿屋市川西町4443-1 0994-42-3886 

豊和設備工業 株式会社 田平 信広 鹿屋市川東町6039番地 0994-41-3801 

大丸建設 株式会社 藤崎 英樹 鹿屋市川東町7204番地6 0994-44-3025 

園田住設 園田 千之 鹿屋市輝北町上百引4003-5 099-486-0951 

株式会社 加藤工業 加藤 六男 鹿屋市輝北町上百引3974 099-486-0065 

鶴田建設 株式会社 鶴田 義昌 鹿屋市輝北町上百引4015-4 099-486-0032 

有限会社 新蔵住建 新蔵 辰男 鹿屋市輝北町上百引847番地2 099-486-0780 

株式会社 森建設 森 義大 鹿屋市輝北町上百引3847番地2 099-486-1131 

豊明建設 株式会社 林 正英 鹿屋市共栄町16番４号 0994-43-3322 

国基建設 株式会社 下小野田 隆 鹿屋市串良町有里3130 0994-63-2233 

有限会社 福栄設備 福永 博文 鹿屋市串良町有里4102-2 0994-63-1006 

平成ｴﾈﾙｷﾞｰ工業 株式会社 朝倉 耕二 鹿屋市串良町有里4140 0994-63-4177 

有限会社 水信設備工業 廣森 勝己 鹿屋市串良町有里8531番地4 0994-36-0005 

アストモスリステイング 株式会
社 九州カンパニー 大隅営業所 

南部 泰司 鹿屋市串良町上小原796番地6 0994-65-0151 

有限会社 パナンきよやま 清山 三郎 鹿屋市串良町下小原2781-3 0994-63-8395 

有限会社 アイコー 坂元 孝一 鹿屋市串良町細山田5280-12 0994-62-4152 

テル設備 日高 輝雄 鹿屋市串良町有里7330-7 090-1085-4361 

有限会社 瀨戸口建設 田之上 猛弘 鹿屋市串良町上小原3174番地１ 0994-63-2137 

門倉電気水道設備 門倉 正利 鹿屋市串良町下小原4714-5 0994-63-4580 

有限会社 鹿屋管工業 谷口 芳久 鹿屋市郷之原町15151番地 0994-31-1107 

株式会社 吉留住設 吉留 良一 鹿屋市寿2丁目3370-2 0994-43-8811 

九錦設備工業 株式会社 鹿屋支社 支社長 柳谷  満

利 

鹿屋市寿3丁目4番1号 0994-43-8098 

有限会社 徳留工業 鹿屋支店 徳留 康二郎 鹿屋市寿５丁目５番12号 0994-45-6758 

株式会社 日テク 徳留 つるみ 鹿屋市寿５丁目５番12号   

黒木設備 黒木 広志 鹿屋市寿8丁目15-11 0994-44-4228 



株式会社 ミヨシテック 味吉 博文 鹿屋市寿８丁目６番19-3号 0994-41-610 

小原良建設 有限会社 小原 良徳 鹿屋市下祓川町1282-1 0994-40-2705 

株式会社 松元住設 久永 祐司 鹿屋市下祓川町2100番地6 0994-42-7327 

有限会社 白水電器水道設備 本白水 将孝 鹿屋市白水町698-2 0994-46-3211 

鹿屋上下水道工事協同組合 赤瀬川 威 鹿屋市新栄町14番19号 0994-44-1166 

有限会社 井上設備 井  上    守 鹿屋市新生町23番5号 0994-43-5663 

新馬場商会 株式会社 新馬場 亨 鹿屋市高須町1021番地2 080-8590-0239 

株式会社 環境設備 田中 誠一 鹿屋市高須町1599番地1 0994-47-2628 

出口電化住設 有限会社 出口 正樹 鹿屋市高須町3257番地 0994-47-2076 

秋元ガス 株式会社 秋元 耕一郎 鹿屋市田崎町７１７番地 0994-44-2525 

株式会社 札元電設 中鳥 清美 鹿屋市田崎町854番地1 0994-43-3274 

有限会社 富士電機 野口 一男 鹿屋市永野田町736-1 0994-43-7219 

株式会社 九電工 泉 竜一 鹿屋市永野田町750番地16 0994-44-3211 

小田電化システム 小田 琢朗 鹿屋市西大手町10番6号 0994-43-1515 

有限会社 あじさか 鰺坂 恒記 鹿屋市西原２丁目5‐41 0994-42-2804 

有限会社 野里工業 松元 洋 鹿屋市野里町3874 0994-42-2764 

太田屋設備 太田 壽 鹿屋市野里町3919番地3 0994-44-6851 

大輝水道工業 有限会社 的場 敏也 鹿屋市花岡町4172番地 0994-31-8839 

久松設備 久松 明 鹿屋市東原町3431-59 0994-44-3805 

有限会社 小山興業 小山 良文 鹿屋市東原町6042番地 0994-40-4766 

株式会社 東栄設備 高倉 智 鹿屋市東原町3360番地26 0994-44-3248 

大洋設備 有限会社 原口 聡 鹿屋市横山町1553-2 0994-48-2507 

東光設備工業 東  康雄 鹿屋市串良町岡崎1834-8 0994-63-7721 

有限会社 ミトム電機 本白水 三十六 鹿屋市王子町3952-8 0994-44-9675 

三州設備 株式会社 肥田 眞八郎 鹿屋市札元2丁目3683番地11 0994-43-8010 

株式会社 Ｍｉｓｕｍｉミスミガ
ス鹿屋店 

岡 恒憲 鹿屋市札元2丁目3826番地8 0994-43-2253 

株式会社 谷口建設 谷口 俊秋 曽於郡大崎町菱田990番地3 099-477-0035 



三州管工業 株式会社 小平 孝志 曽於郡大崎町野方6038-4 099-478-2121 

有限会社 甲斐工業 甲斐 徹美 肝属郡肝付町岸良1162番地４ 0994-68-2211 

有限会社 マキ水道設備 牧 利昭 肝属郡肝付町新富6699番地1 0994-65-7777 

有限会社 有馬電建 有馬 大作 肝属郡肝付町新富4628-2 0994-65-2372 

有限会社 西之園設備工業 西之園 清和 肝属郡肝付町波見3296番地 0994-65-6025 

有限会社 田中電気工業 田中 俊治 肝属郡肝付町前田3274 0994-65-2458 

有限会社 下西電設工業 下西 龍太郎 肝属郡肝付町新富276 0994-65-5337 

重田電気水道設備 重田 彰 肝属郡肝付町野崎2206 090-3669-8115 

勝和建設 有限会社 和田 明 肝属郡肝付町野崎321-1 0994-65-6347 

有限会社 竹下水道工業  竹下 洋文 肝属郡錦江町城元533-2 0994-22-0439 

有限会社 河野商事 河野 赳夫 肝属郡錦江町城元899番地3 0994-22-0336 

立石電気水道設備 立石 一政 肝属郡東串良町川東3418番地 0994-63-8439 

有限会社 野村設備工業 野村 芳文 肝属郡東串良町新川西1557-1 0994-63-0757 

有限会社 山中水道建設 山中 直樹 志布志市有明町伊崎田8900番地5 099-474-1440 

有限会社 石山電工 石山 茂樹 志布志市志布志町安楽2838-10 099-472-3399 

有限会社 志布志水道 大峯 謙二 志布志市志布志町帖3673-3 099-472-3540 

西山水道 西山 隆 志布志市志布志町安楽177番地27 099-479-3777 

有限会社 宮崎水道 内山 正吉 志布志市志布志町志布志 672番3号 099-472-1081 

鈴木設備工業所 鈴木 栄一 曽於市大隅町坂元1254 099-483-1718 

有限会社 堀切建設 堀切 俊夫 曽於市大隅町坂元481-2 099-483-1646 

末川設備 末川 健治郎 曽於市末吉町岩崎1357番地 0986-76-1386 

大川内設備 株式会社 大川内 友博 曽於市末吉町上町１丁目９番地１ 0986-76-2118 

原田設備 原田 浩二 曽於市末吉町諏訪方6119番地2 090-3017-5500 

株式会社 川原設備 川原 陽一郎 曽於市末吉町二之方6061番地1 0986-76-3394 

株式会社 ヒスイ設備 重山 勝彦 曽於市末吉町深川3668番地1 080-1775-9071 

有限会社 井之上設備 井之上 正市 曽於市末吉町南之郷9013番地4 0986-78-1214 

カネダ設備ガス 株式会社 金田 共央 曽於市財部町南俣24番地5 0986-72-1818 



川広設備 川添 廣幸 曽於市財部町南股539番地2 0986-72-3894 

有限会社 三和設備工業 美坂 和仁 垂水市旭町13番地1 0994-32-4456 

有限会社 アイ設備 井之上 大志 垂水市海潟563番地 0994-32-1218 

株式会社 美坂工業 美坂 辰也 垂水市錦江町1番地109 0994-32-0226 

楓設備工業 徳留 賢一郎 垂水市田神102-3 0994-32-7632 

株式会社 古田水道建設 古田 弘信 垂水市田神649番地 0994-32-0087 

株式会社 クラシアン 鹿児島営業所 鈴木 一也 鹿児島市伊敷３丁目３番１号 0120-511-511 

富士設備工業 株式会社 下田平 慎也 鹿児島市伊敷6丁目7番1号 099-218-3105 

株式会社 南日本総合サービス 吉田 健朗 鹿児島市小川町15-1 099-224-3833 

三菱電機システムサービス株式会
社鹿児島サービスステーション 

佐久目 誠記 鹿児島市卸本町７番17号 099-260-2421 

十文字工業 株式会社 隈元 庸介 鹿児島市鴨池２丁目14番1号 099-254-4667 

山下設備 山下 愼一 鹿児島市川上町2085-2 050-1067-8438 

有限会社 外園設備 長谷 和則 鹿児島市坂之上７丁目36番１号 099-261-1325 

ダイヤテック 株式会社 赤﨑 広久 鹿児島市新栄町24番11号 099-259-5539 

株式会社 美喜設備 松ケ迫 健司 鹿児島市田上８丁目16番15号 099-213-9972 

有限会社 橋野総合コンサルタンツ 橋野 高志 鹿児島市田上８丁目19番18号 099-281-8525 

中央工業 株式会社 肥後 勝彦 鹿児島市西田3丁目28番14号 099-257-2323 

上野工業 株式会社 上野 廣一郎 鹿児島市原良町４丁目１番６号 099-259-1446 

株式会社 桜井 桜井 悟 鹿児島市星ヶ峯3丁目35番12号 099-275-0076 

有限会社 鹿工設備 佐藤 俊一 鹿児島市本城町1318-4 099-294-1130 

株式会社 テラコー 寺原 彰 鹿児島市紫原７丁目7番29号 099-802-2100 

日松リビング設備 株式会社 日高 宗洋 鹿児島市牟礼岡３丁目25-6 099-800-5098 

平野設備工業 平野 浩 鹿児島市吉野町4872-8 099-243-7431 

有限会社 せいすい技業 吉松 悟 鹿児島市吉野町8552-5 099-295-7085 

旭工業 株式会社 川畑 宏二 鹿児島市荒田1丁目55番17号 099-255-5131 

イワキ設備工業 岩城 政行 霧島市国分川原1377番地15 0995-47-7836 

株式会社 ヨネシゲ 米重 豊和 霧島市国分広瀬２丁目46番3号 0995-47-2022 



有限会社 松元設備 松元 広孝 霧島市国分中央6丁目3番21号 0995-47-4241 

クリ－ン開発 株式会社 有村 行広 霧島市隼人町見次315-2 0995-43-0503 

正栄企画 落合 正則 霧島市福山町福山5045-96 0995-56-1946 

有限会社 コシグチ 越口 卓也 霧島市横川町中ノ250 0995-72-0158 

後藤水道設備 後藤 悟 薩摩川内市隈之城町3610番地 0996-23-7670 

大英建設 株式会社 岩澤 美紀雄 姶良市加治木町小山田5973番地 0995-63-3311 

有限会社 大洋水道 森木 大輔 姶良市加治木町木田4605-16 0995-63-4196 

日光電気水道工業 遠藤 輝巳 姶良市東餅田1707-4 0995-65-8148 

上松建設 有限会社 上松 祐喜 伊佐市菱刈荒田2092 0995-26-3485 

株式会社 マツオ電設 松尾 悦朗 日置市東市来町長里1419番地2 099-274-2726 

有限会社 脇電器 重田 正信 日置市吹上町中原2825番地1 099-296-2511 

株式会社 アクアライン 大垣内 剛 広島県広島市中区上八丁堀８番８号 082-502-6644 

株式会社 N-Ｖｉｓｉｏｎ 中村 信幸 広島県広島市中区鶴見町 8-57 082-275-5227 

株式会社 イースマイル 九州支店 島村 禮孝 福岡市南区折立町６番７号 06-7739-2525 

有限会社 橋川設備 橋川 孝次郎 宮崎県串間市大字奈留3237番地 0987-74-2863 

中尾設備 株式会社 中尾 隆 宮崎県都城市年見町28号5番1 0986-24-0446 

株式会社 松元設備 久永 祐司 宮崎県都城市早水町21号11番地2 0986-26-7322 

株式会社アクエアー 久保田 勝志 宮崎県都城市都北町1656番地2 0986-38-4774 

鯖渕設備 高橋 利津子 宮崎県都城市丸谷町3100 0986-36-3868 

有限会社 常蒼設備 小原 秀治 宮崎県都城市都島町1227-5 0986-24-2322 

 


