指定給水装置工事事業者一覧
令和2年10月1日現在
指定店名

代表取締役

住所

電話番号

株式会社 赤瀬川建設

赤瀬川 威

鹿屋市大姶良町２８６９

0994-48-2361

有限会社 井上設備

井上

鹿屋市新生町２３－５

0994-43-5663

大隅設備 株式会社

栗脇 士朗

鹿屋市上谷町７－１２

0994-43-8822

株式会社 九電工

萩原 和朗

鹿屋市永野田町７５０－１６

0994-44-3211

共和建設興業 株式会社

永野 聡也

鹿屋市打馬１丁目３－１５

0994-44-2211

株式会社 児島設備工業

児島 順二

鹿屋市笠之原町２１０２

0994-43-4041

三州設備 株式会社

肥田 眞八郎 鹿屋市札元２丁目３６８３－１１

0994-43-8010

有限会社 白水電器水道設備

本白水 千年 鹿屋市白水町６９８－２

0994-46-3211

出口電化住設 有限会社

出口 正樹

鹿屋市高須町３２５７

0994-47-2076

株式会社 札元電設

中鳥 清美

鹿屋市田崎町８５４－１

0994-43-3274

株式会社 吉留住設

吉留 良一

鹿屋市寿２丁目３３７０－２

0994-43-8811

株式会社 エイワ工業

本村 英和

鹿屋市上谷町１３５３４－１

0994-44-9009

大洋設備 有限会社

原口 洋一

鹿屋市横山町１５５３－２

0994-48-2507

有限会社 日東住設工業

田中 耕太郎 鹿屋市大浦町１１３８４－２

090-3326-9587

松元設備

松元 和憲

0994-43-6294

日昇 株式会社

鈴木 恵美子 鹿屋市旭原町２６３２－１

0994-44-7811

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

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

平成エネルギー工業 株式会社

朝倉 耕二

鹿屋市串良町有里４１４０

0994-63-4177

有限会社 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 河野商事

河野 赳夫

肝属郡錦江町城元８９９番地３

0994-22-1760

有限会社 桂木設備

東桂木 惠

鹿屋市吾平町麓１７３０－１

0994-58-6022

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 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

有限会社 竹下水道工業

竹下 洋文

0994-22-0439

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

重田電気水道設備

重田 彰

肝属郡肝付町野崎２２０６

0994-65-0304

株式会社 美坂工業

美坂 辰也

垂水市錦江町１－１０９番地

0994-32-0226

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 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 森園水道設備

森園 茂

曽於市財部町南俣４９２－２

0986-72-2263

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 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 水信設備工業

竹ノ内 久人

鹿屋市笠之原町２４番２７号

0994-40-8652

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

株式会社 南開設備

鎌田 満憲

鹿児島市城山一丁目１－１

099-226-1388

守

鹿屋市王子町３９２５番地

肝属郡錦江町城元５３３－２

有限会社 富士電機

野口 一男

鹿屋市永野田町７３６－１

0994-43-7219

有限会社 マルマス電化

増水 俊治

肝属郡南大隅町根占川北１７３６

0994-24-2505

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

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

株式会社 鹿児島電気サービス

内田 友三

鹿児島市真砂本町５４番１号

099-254-0619

藤崎設備

鈴木 秀己

鹿屋市笠之原町４９番４９号

0994-43-6258

アポロ工務店

松元 和敏

鹿屋市旭原町２６３０番地１

0994-44-7871

有限会社 あじさか

鯵坂 恒記

鹿屋市西原２丁目５－４１

0994-42-2804

有限会社 マエダ

前田 法文

肝属郡肝付町南方１５７－２

0994-67-3458

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

古垣電気工事店

古垣 洋昭

肝属郡肝付町北方１８７５－１

0994-67-2080

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

迫設備工事店

迫 清隆

肝属郡錦江町馬場１２４５－１

0994-22-2182

株式会社 前原建設

前原 和幸

肝属郡肝付町南方１３００－３

0994-67-3151

前原電器水道設備

前原 秀樹

鹿屋市野里町４６６２－８

0994-43-2272

株式会社 崎田建設

崎田 政一

志布志市志布志町帖５５９１番地

099-473-0050

有限会社 中馬電気水道設備

中馬 春美

肝属郡錦江町城元６１８－９

0994-22-0286

有限会社 アイ設備

井之上 修二 垂水市海潟５６３番地

0994-32-1218

上石田電工

上石田 昭治 肝属郡南大隅町根占川北１０２４

0994-24-3685

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 野里工業

松元 孝夫

鹿屋市野里町３８７４

0994-42-2764

有限会社 ケイ・総合サービス

木場 芳文

鹿屋市吾平町上名１２７９－１

0994-58-7738

有限会社 外園設備

外園 眞一郎 鹿児島市下福元町５８６８－１

099-261-1325

株式会社 古田水道建設

古田 弘信

0994-32-0087

株式会社 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

有村設備

有村 辰雄

0993-43-1460

有限会社 堀之内設備工業

堀之内 洋一 鹿児島市錦江台１－１１－１９

099-262-2333

パナンみゆき(ネオプラスまえだ)

前田 敏

0994-43-3215

秋元ガス 株式会社

秋元 耕一郎 鹿屋市田崎町７１７番地

有限会社 わらびの設備工業

蕨野 武典

宮崎県都城市一万城町９２号１５番地 0986-25-6001

日新工業 株式会社

山口 敏彦

鹿児島市田上六丁目８－１１

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

黒木設備

黒木 広志

鹿屋市寿８丁目１５－１１

0994-44-4228

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

株式会社 森電気

森 健一

鹿屋市笠之原町５番６５号

0994-42-3644

東光設備工業

東

鹿屋市串良町岡崎１８３４－８

0994-63-7721

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 今井水道

今井 和夫

志布志市松山町泰野３８４０－２

099-487-8868

有限会社 アイコー

坂元 孝一

鹿屋市串良町細山田５２８０番地１２ 0994-62-4152

康雄

垂水市田神６４９番地
鹿児島市喜入前之浜町７１６５－１
鹿屋市共栄町１５－１

0994-44-2525
099-251-2233

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

有限会社 福栄設備

福永 博文

鹿屋市串良町有里４１０２番地２

0994-63-1006

有限会社 福永ガス

南 克久

鹿屋市田淵町１５５６番地２

0994-48-3311

株式会社 コウエイ建設

兒島 弘樹

鹿屋市祓川町４２３０番地９

0994-41-6776

息吹工業

瀬戸口 千穂 姶良市加治木町木田１１８５番地２４ 0995-63-2747

株式会社 司工業

神宮司 正和 鹿児島市田上７丁目３５番１１号

099-254-1001

園田住設

園田 千之

鹿屋市輝北町上百引４００３－５

099-486-0951

永田住宅設備

永田 功二

霧島市隼人町松永１０６６－１

0995-43-0162

有限会社 原口建設

原口 正男

霧島市隼人町東郷５５２－３

0995-43-2267

タナカ設備

田中 英幸

鹿屋市吾平町麓３３８１－２

0994-58-6951

中俣電気工事店

中俣 智久

鹿屋市吾平町麓４０６３－８

090-1369-1452

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

南隅水道

尾﨑 義徳

鹿屋市吾平町上名１４－２

0994-58-6035

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

株式会社 森建設

森 義大

鹿屋市輝北町上百引３８４７－２

099-486-1131

有限会社 新蔵住建

新蔵 辰男

鹿屋市輝北町上百引８４７－２

099-486-0780

篠原水道株式会社

篠原 豊

曽於市大隅町鳴神町16

099-482-4550

有限会社 村田組

村田 義久

曽於郡大崎町仮宿２８４５番地５

0994-76-0158

有限会社 コシグチ

越口 卓也

霧島市横川町中ノ２５０

0995-72-0158

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

大生工業 株式会社

泊 耕太郎

鹿児島市田上町４９００番地

099-281-4818

有限会社 松元設備

松元 広孝

霧島市国分中央６丁目３番３６号

0995-47-4241

大橋エアシステム 株式会社 南九州支店 國分 純登

鹿児島市東郡元町３番２７号

099-252-6928

有限会社 山中水道建設

山中 久男

志布志市有明町伊崎田８９００番地５ 099-474-1440

株式会社 松元住設

松元 正次

鹿屋市下祓川町２１００番地６

0994-42-7327

有限会社 国分設備工業

藏元 和明

霧島市国分名波町２１１２番地２

0995-46-3797

有限会社 志布志水道

大峯 謙二

志布志市志布志町帖３６７３番地３

099-472-3540

株式会社 大興空調システム

枦木 健一

鹿屋市笠之原町２９５８－３

0994-44-5709

堀内電設

堀内 一幸

鹿屋市横山町２１６９

0994-48-2282

福元昭建設 株式会社

福元 義広

鹿屋市川西町４４４３－１

0994-42-3886

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

久松設備

久松 明

鹿屋市東原町３４３１－５９

080-1782-7548

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

株式会社 東栄設備

高倉 智

鹿屋市東原町３３６０番地２６

0994-44-3248

株式会社 木脇設備

木脇 一志

霧島市国分野口町６番２３号

0995-45-7056

クリーン開発 株式会社

有村 弘

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 小山興業

小山 良文

鹿屋市東原町６０４２番地

0994-40-4766

鹿屋市寿３丁目４番１号

0994-43-8098

九錦設備工業 株式会社 鹿屋支社 柳谷 満利

有限会社 東別府設備

東別府 隆雄 曽於市末吉町二之方５７０４－５

株式会社 松元建設

松元 正次

宮崎県都城市早水町２１号１１番地２ 0986-26-7322

サツマガス工業 株式会社

宮薗 善隆

鹿屋市旭原町３５８９－１２

0994-43-1611

ヤマヒラ設備

山平 浩二

垂水市本城３０８－３２

0994-32-4417

富士設備工業 株式会社

下田平 洋一 鹿児島市伊敷６丁目７番１号

099-218-3105

中央工業 株式会社

肥後 勝彦

099-257-2323

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

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 堀切建設

堀切 俊夫

曽於市大隅町坂元４８１－２

099-483-1646

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

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

山下設備

山下 愼一

鹿児島市川上町２０８５－２

050-1037-8438

上松建設 有限会社

上松 祐喜

伊佐市菱刈荒田２０９２

0995-26-3485

有限会社 永田冷熱サービス

永田 富夫

鹿屋市浜田町１２２７番地１０

0994-31-7377

テル設備

日高 輝雄

鹿屋市串良町有里７３３０－７

090-1085-4361

大丸建設 株式会社

藤崎 英樹

鹿屋市川東町７２０４－６

0994-44-3025

株式会社 環境設備

田中 誠一

鹿屋市高須町１５９９－１

0994-47-2628

楓設備工業

徳留 賢一郎 垂水市田神１０２－３

0994-32-7632

株式会社 鹿工設備

佐藤 俊一

鹿児島市本城町１３１８－４

099-294-1130

勝和建設 有限会社

和田 明

肝属郡肝付町野崎３２１－１

0994-65-6347

鯖渕設備

高橋 利津子 宮崎県都城市丸谷町３１００

0986-36-3868

平野設備工業

平野 浩

鹿児島市吉野町４８７２－８

099-243-7431

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

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 せいすい技業

吉松 悟

鹿児島市吉野町８５５２－５

099-295-7085

鹿児島水道サービス

川野 貴行

鹿屋市札元１丁目１０－２４

090-4580-7507

有限会社 ヒロデン

竹平 広之

志布志市有明町野神２９７８－２

099-475-2237

豊明建設 株式会社

林 正英

鹿屋市共栄町１６番４号

0994-43-3322

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

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

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

ダイヤテック 株式会社

大野 嘉雄

鹿児島市新栄町２４番１１号

099-259-5539

太田屋設備

太田 壽

鹿屋市野里町３９１９番地３

0994-44-6851

大安設備工業

小薗 義美

鹿屋市上野町４５５４番地９１

0994-44-7567

カネダ設備ガス 株式会社

金田 光宏

曽於市財部町南俣２４番地５

0986-72-1818

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 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

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

鹿児島市西田３丁目２８番１４号

0986-76-3307

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

株式会社 日テク

徳留 つるみ

鹿屋市寿５丁目５番１２号

0994-45-6758

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

0994-41-6210

鹿屋市旭原２８１１番地５

0994-35-1200

株式会社 南日本電設工業 南九州支店 埒 行徳
アストモスリテイリング 株式会社 九州カンパニー 大隅支店

船村 和仁

鹿屋市串良町上小原７９６番地６

0994-65-0151

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

株式会社 アクアライン

大垣内 剛

広島市中区上八丁堀８番８号

06-7739-2525
082-502-6644

株式会社 ＮーＶｉｓｉｏｎ

中村 信幸

広島市中区舟入幸町２１番２３号

082-275-5227

川広設備

川添 廣幸

曽於市財部町南俣５３９番地２

0986-72-3894

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

安田設備

安田 洋次

鹿屋市吾平町麓３４１１番地２

0994-58-5224

株式会社 美喜設備

松ヶ迫 健司

鹿児島市石谷町１８４５－４

099-213-9972

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

百水設備（しすいせつび）

重山 勝彦

曽於市末吉町深川３６６８番地１

080-1775-9071

ミスミガス鹿屋店

燃脇 進吾

鹿屋市札元２丁目３８２６－８

0994-43-2253

十文字工業株式会社

隈元 庸介

鹿児島市鴨池２丁目１４－1

099-254-4667

末川設備

末川 健治郎 曽於市末吉町岩崎１３５７

0986-76-1386

新馬場商会

新馬場 亨

鹿屋市高須町１０２１－２

080-8590-0239

鹿屋市新栄町１４番１９号

0994-44-1166

鹿屋上下水道工事協同組合

井手口 孝

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

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

西山水道

西山 隆

志布志市志布志町安楽177番地27 099-479-3777

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

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 ヨネシゲ

米重 豊和

霧島市国分広瀬２丁目４６－３

0995-47-2022

有限会社 光和建設45

葎迫 正行

鹿屋市上谷町１４－２１

0994-43-1232

有限会社 後藤水道設備

後藤 悟

薩摩川内市青山町３６１０

0996-23-7670

株式会社 谷口建設

谷口 俊秋

曽於郡大崎町菱田９９０－３

099-477-0035

有限会社 脇電器

重田 正信

日置市吹上町中原２８２５－１

099-296-2511

