
番号 名　　称 代表者 指定年月日 電　話

1 有限会社　北川設備 北川　悟 串間市 大字北方３42番地 H10.4.15 72-4733

2 有限会社　大王工業 堀口　三千年 串間市 大字西方３３６４番地 〃 72-6787

3 有限会社　大洋建設 池島　正浩 串間市 大字西方５５０６番地 〃 72-0465

4 株式会社　増田工業 増田　寿満 串間市 東町１５番地１ 〃 72-0170

5 三協　株式会社 武田　久峰 串間市 大字西方８９７１番地５ 〃 72-0428

6 野辺建設　株式会社 野辺　俊郎 串間市 大字奈留１６９８番地 〃 74-1027

7 株式会社　増田建設　 増田　健雄 串間市 大字西方１４７７３番地２ 〃 72-2325

8 株式会社　剣工務店 木村　祐一 串間市 大字西方３７１０番地 〃 72-1624

9 有限会社　畑山商事 畑山　秀紀 串間市 大字奈留５２１４の２ 〃 74-1206

10 有限会社　大日電工 大塚　博之 串間市 大字西方２８３４番地１２ 〃 72-1290

11 有限会社　井手商工建設 井手　徳文 串間市 大字西方５６２７番地１ 〃 72-0249

12 矢野設備工業 矢野　忠文 串間市 大字奈留３２６０番地 〃 74-1166

13 丸和住設工業 広前　行雄 串間市 大字西方１４９２６番地 〃 72-2051

14 河野水道工事店 河野　栄次 串間市 大字本城６０１４番地４ 〃 75-1735

15 谷口設備工業所 谷口　繁徳 串間市 大字串間９４４番地 〃 72-1430

16 吉野建築 吉野　清人 串間市 大字西方５２１０番地 〃 72-2508

17 （株）　九電工串間営業所 温水　秋広 串間市 大字西方７２９８番地 〃 72-0125

18 有限会社　橋川設備 橋川　孝次郎 串間市 大字奈留３２３７番地 〃 74-2863

19 有限会社　森山設備 森山　勝美 日南市 大字下方３７７番地１ H10.6.8 27-2314

20 上村住宅設備 上村　忠弘 南郷町 大字中村乙８２４－５０ H10.9.9 64-3113

21 玉田商事　株式会社 玉田　晴義 日南市 星倉３丁目１１番地４ H10.11.27 25-1311

22 株式会社　山本組 山本　忠興 串間市 大字西方２８６４番地 H11.4.6 72-6345

23 中尾設備　株式会社 中尾　隆 都城市 年見町２８号５番１ 〃 0986-24-0446

24 鍋倉設備工業　株式会社 鍋倉　勝代 日南市 大字殿所字前田８１番地１ H11.5.13 25-0687

25 阿部設備 阿部　洋二 南郷町 大字贄波３１９０－２ 〃 64-1145

26 巴設備工業　株式会社 蒼森　照之 宮崎市 高洲町１８番地８ 〃 0985-27-2515

27 有限会社　中満設備 中満　俊秋 都城市 庄内町７９６２番地８ H11.6.30 0986-37-0605

28 南九州液化ガス　（株） 立本　与司仁 串間市 大字南方２５８８番地１ H11.9.6 72-0480

29 株式会社　平原設備 平原　芳勝 日南市 星倉３丁目４番地１１ H11.9.10 25-3286

30 株式会社　川原設備 川原　英明 鹿児島県曽於市 末吉町二之方６０６１番地１ H11.11.29 0986-76-3394

31 協和建設 山本　博明 串間市 大字西方４１６４番地３ H12.3.7 72-4730

32 有限会社　常蒼設備 小原　得二朗 都城市 都島町１２２７番地５ H12.10.5 0986-24-2322

33 有限会社　益田水道建設 益田　英世 南郷町 大字中村甲３０８０番地３４ H12.12.21 64-4164

34 有限会社　大田設備 大田　重守 北諸県郡山之口町 大字山之口３番地２ H13.2.21 0986-57-2492

35 株式会社　保全串間支店 山下　重美 串間市 大字南方字新浜2219番地35 H13.5.14 72-7707

36 矢越工業 矢越　隆行 南郷町 大字潟上２１７５ H13.6.6 64-1073

37 有限会社　花立技建 花立　満男 串間市 大字大平５８１９番地１９ H13.6.21 74-2939

38 有限会社　花立工務店 花立　幸夫 串間市 大字奈留５５１５番地２ H13.6.25 74-1654

39 有限会社　崎田建設 崎田　政一 曽於郡志布志町 帖５５９１番地 H14.4.10 0994-73-0050

40 大川内設備有限会社 大川内　友博 曽於郡末吉町 二之方２４８６番地３ H14.4.10 0986-76-2118

41 久保設備株式会社 板井　真弓 都城市 一万城町１０８号９番地 H14.4.26 0986-22-4075

42 マルタニ設備 丸谷 　繁 日南市 大堂津２丁目１２番地１４号 H14.9.26 0987-27-0635

43 有限会社　鹿屋管工業 谷口　芳久 鹿屋市 郷之原町１５１５１番地 H15.5.7 0994-31-1107

44 株式会社　アクエアー 久保田　勝志 都城市 都北町１６５６番地２ H16.3.31 0986-38-4774

45 （有）わらびの設備工業 蕨野　武則 都城市 一万城町９２号１５番地 H16.5.20 0986-25-6001

46 野田設備工業　株式会社 宮田　良明 都城市 志比田町４９５０番地１ H16.7.7 0986-23-0222

47 有限会社　宮崎水道 福原　正夫 鹿児島県鹿児島市 志布志町志布志672-3 H16.8.6 0994-72-1081

48 有限会社  串間衛生社 佐藤　春満 串間市 大字串間１４９９番地 H16.9.7 0987-72-0541

49 株式会社　山口工業 山口　吉規 宮崎市 大字瓜生野２２３３番地５６ H17.1.28 0985-30-3013

50 石山電工 石山　茂樹 鹿児島県鹿児島市 志布志町安楽１６５６番地２ H17.4.4 0994-72-3399

51 株式会社　松元建設 松元　正次 都城市 早水町２１号１１番２ H18.2.1 0986-26-7322

52 有限会社　戸髙空調設備 戸髙　賢一 宮崎市 稗原町６番地２ H18.2.8 0985-28-8304

53 有限会社　今井水道 今井　和夫 鹿児島県志布志市 松山町泰野３８４０番地２ H18.5.23 0994-87-8868

54 株式会社　ニチナンテクノ 鬼塚　忠男 日南市 大字益安１８４５ H19.5.31 0987-22-4665

55 有限会社　徳尾設備 徳尾　直美 日南市 中平野１丁目１番地２０ H20.4.30 22-4500

56 株式会社　谷口組 谷口　光秀 串間市 大字西方７１６番地 H21.10.20 0987-72-2888

57 有限会社　福栄設備 福永　博文 鹿屋市 串良町有里４１０２－２ H21.12.22 0994-63-1006

58 有限会社　前田金物店 前田　忠利 串間市 大字串間１４４８番地２ H22.3.30 0987-72-0433

59 森設備 森　和秋 日南市 吾田東８丁目４番１３号 H22.7.1 0987-23-5401

60 有限会社　南部環境クリーンセンター 榎田　昭彦 串間市 大字西方４１７２番地３ H22.9.21 0987-72-4511

61 株式会社　司工業 神宮司　正和 鹿児島県鹿児島市 田上７丁目３５番１１号 H.23.4.11 099-254-1001

62 若松建設　株式会社 渡邉　和子 日南市 大字益安６７０番地１ H.23.4.11 0987-23-2632

63 有限会社　野邊興商 野邊　俊幸 日南市 大字平山２３２５番地１ H.23.4.11 0987-23-9950

64 川野設備 川野　俊夫 都城市 高崎町大牟田2103 H.23.6.10 0986-62-3734

65 西山水道 西山　俊一 鹿児島県志布志市 志布志町安楽１７７－１９ H24.4.20 099-479-3777

66 有限会社　志布志水道 大峯　謙二 鹿児島県志布志市 志布志町帖３６７３－３ H25.3.12 099-472-3892

67 株式会社　大建 大生　健一 都城市 山田町山田6057番地4 H25.6.24 0986-64-3366

68 共栄設備工業　株式会社 平原　良彦 日南市 星倉３丁目２０番地２３ H26.2.27 0987-55-3225

69 有限会社　高橋設備工業 高橋　庸峰 都城市 山之口町山之口３９３３番地１ H26.10.15 0986-57-3141

70 株式会社　瀬戸口建設 田之上　猛弘 鹿児島県鹿屋市 串良町上小原3174番地1 H27.1.29 0994-63-2137

71 有限会社　東亜設備 山崎　雅彦 宮崎市 吉村町中無田甲５０９－１ H27.10.28 0985-27-5901

72 三菱電機システムサービス株式会社 佐久目 誠記 東京都 世田谷区太子堂４丁目１番１号H27.11.17 0985-56-4900

73 ㈲水信設備工業 竹ノ内　久人 鹿児島県鹿屋市 笠之原町1930番地1 H28.4.12 0994-40-8652

74 大洋設備有限会社 原口　洋一 鹿児島県鹿屋市 横山町1553番地2 H28.10.27 0994-48-2507

75 株式会社　藤丸設備 斉藤　篤史 日南市 大字平野2781番地5 H29.5.10 0987-23-4183

76 株式会社　サン設備 高橋　征俊 宮崎市 田野町乙9380番地 H29.8.29 0985-86-0292

77 株式会社　水道サービスくしま 増田　寿満 串間市 大字西方5265番地2 H29.11.13 55-0300

78 東工業 東　哲也 都城市 高城町有水3533番地2 H30.4.25 0986-59-9550

79 大淀設備工業　有限会社 横山　久雄 宮崎市 大字本郷北方85番地1 H30.7.13 0985-56-7856

80 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 H30.10.29 082-502-6644

81 株式会社　クラシアン　熊本支社 鈴木　一也 熊本県熊本市 中央区新大江２－８－２３ R1.8.28 ０９６－３７３－８５１１

82 株式会社　N-Vision 中村　信幸 広島県広島市 中区鶴見町８番５７号 R1.9.18 ０８２－２７５－５２２７

83 有限会社　徳留工業 徳留　康二郎 鹿児島県肝属郡 錦江町神川3117番地 R1.10.18 ０９９－４２２－０５８７
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