事業者名

No

代表者名

事業者住所

1 システムメンテナンス

吉川 正好

三股町大字蓼池８７７番地７

2 ニシ工業

西村 健一

三股町大字蓼池３６０９番地２４

3 加治屋設備

加治屋 康弘

三股町大字蓼池２８７３番地

4 橋口建設

橋口 祐一

三股町大字蓼池２３３８番地９

5 ㈲ 中原設備

中原 勇三郎

三股町大字蓼池１３５６番地

6 政野建設 ㈲

政野 孝一

三股町大字長田２１８２番地３

7 シン設備

米村 伸一

三股町大字長田１１４０番地７

8 ㈲ 福元設備工業

福元 保人

三股町大字宮村４２５番地４

9 曙建設 ㈱

甲斐 知美

三股町大字宮村２７７４番地２１

10 綿屋設備

綿屋 利洋

三股町大字樺山５０２３番地

11 ㈲ 木佐貫設備工業

木佐貫 良彦

三股町大字樺山４６７２番地

12 ㈲ 才田工務店

才田 正弘

三股町大字樺山４４５４番地６

13 ㈱ 木佐貫建設

木佐貫 紀雄

三股町大字樺山４１８５番地７

14 大和設備

大村 和美

三股町大字樺山３６２８番地２

15 柳井設備

柳井 利和

三股町大字樺山３２４７番地２

16 ㈱ 大和組

中原 康憲

三股町大字樺山３１６８番地４

17 大村住設

大村 貞行

三股町大字樺山１８６７番地１

18 ㈱ 真和産業

和田

三股町大字樺山１５９２番地６

19 ㈲ 野元設備

野元 俊英

三股町花見原８番地１１

20 いけだ設備

池田 ひろし

都城市立野町１０号１番地３

21 重山住宅設備

重山 次男

都城市梅北町７８４６番地１０

22 中尾設備 ㈱

中尾 隆

都城市年見町２８号５番地１

23 ㈲ 野辺設備

豊満 知己

都城市東町１０街区２５号

昇
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電話番号
0986-52-4643
0986-52－3585
0986-27-7084
0986-52-9720
0986-52－0100
0986-52-1374
0986-52－5315
0986-52－6372
0986-36-6391
090-6294-3247
0986-52－5574
0986-52-2305
0986-52-2143
0986-52－6930
090-5741-5237
0986-52-2215
0986-52－3644
0986-52－0618
0986-52－2460
0986-24－8275
0986-39-2810
0986-24－0446
0986-23-1380

No

事業者名

代表者名

事業者住所

24 ㈱ アクエアー

山内 講ニ

都城市都北町１６５６番地２

25 ㈲ 常蒼設備

小原 得二朗

都城市都島町１２２７番地５

26 岩満設備

岩満 孝次

都城市鷹尾３丁目３４街区３７号

27 ㈲ 瀬尾設備

瀬尾 春男

都城市鷹尾１丁目７街区１５号

28 ㈲ 上之原設備

上之原 和秀

都城市鷹尾１丁目１０街区１４号

29 第一設備工業 ㈱

西村 泰広

都城市早水町９号５番地２

30 祥栄社

松永 義嗣

都城市早水町３１号７番地４

31 ㈱ 松元建設

松元 正次

都城市早水町２１号１１番２

32 真方設備

真方 正之

都城市千町５１９８番地４

33 ㈲ 小野設備

小野 軍雄

都城市上長飯町７３号１番地１

34 福迫設備

福迫 裕次

都城市上長飯町２７１番地１

35 永山のアパマンサービス㈱

森山 正志

都城市上長飯町２４６４番地

36 ㈱財部設備工業

財部 貴幸

都城市上長飯町２４６２番地２

37 興和冷熱

福森 雄一

都城市上水流町４５００番地１７

38 ひまわり設備

橋口 浩

都城市菖蒲原町１０街区２号

39 タイガー設備

鍋倉

都城市庄内町８５９５番地

40 酒井設備

酒井 文生

都城市庄内町７９５８番地２

41 ㈱ フクオカ総合設備

福岡 宏樹

都城市志比田町９５３６番地１

42 野田設備工業 ㈱

宮田 良明

都城市志比田町４９５０番地１

43 ㈲ 四季設備

四季 信一

都城市志比田町４５０９番地１

44 ㈲ 髙橋設備工業

髙橋 庸峰

都城市山之口町大字山之口３９３３番地１

45 新成設備

川内 一二三

都城市山之口町大字花木２１３２番地８

46 ㈲ 花堂水道工業

花堂 和美

都城市山之口町大字花木１６３１番地１

虎雄
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電話番号
0986-38-4774
0986-24－2322
0986-24-2400
0986-25－2854
0986-23－1172
0986-23－8805
0986-22-6642
0986-26-7322
0986-25-4050
0986-24－6163
0986-24-4336
0986-77-6306
0986-23-3584
0986-36-2962
0986-22-8602
0986-37－3046
0986-37-0074
0986-21-6558
0986-23－0222
0986-22－2562
0986-57-3141
0986-57-2134
0986-57－3841

No

事業者名

代表者名

事業者住所

47 （有） 花岡工業

花岡 幸生

都城市山田町中霧島３２２２番地

48 ㈲ 和田設備工業

和田 幸一

都城市山田町大字中霧島３４９３番地９

49 ㈱ 徳満建設

徳満 裕二

都城市山田町大字山田９３５９番地

50 ㈱ 博栄建設

木脇 利博

都城市山田町大字山田４５１７番地の１

51 丸昭建設 ㈱

長友 俊美

都城市山田町大字山田２１１２番地３

52 ㈱ 大建

大生 健一

都城市山田町山田６０５７番地４

53 ㈲ みひろ設備

三谷 浩

都城市山田町山田１１０６０番地２

54 ㈲ 今町設備

中馬 好美

都城市今町７５０３番地４

55 ㈲南都ホーム

坂元 伸仁

都城市今町７２１３番地２

56 ㈱内枦保住建

内枦保 浩二

都城市高木町４７３４番地１

57 ㈲ 徳島住設

徳島 利夫

都城市高木町４６１４番地２

58 東工業

東 哲也

都城市高城町有水３５３３番地２

59 住宅設備 サイショ

税所 健太郎

都城市高城町穂満坊４３４番地１

60 高城住宅設備㈲

根占 俊行

都城市高城町穂満坊１４５９番地２

61 ㈱一光設備

馬場 直樹

都城市高城町大井手２６１６番地１

62 的場設備

的場 優一郎

都城市高崎町大牟田２０３４番地２

63 ㈱ 川東水道

川東 正一

都城市高崎町大字縄瀬３４２１番地７

64 ㈲ 山﨑設備工業

山崎 誠

都城市高崎町大字東霧島４３４番地１

65 川野設備

川野 俊夫

都城市高崎町大字大牟田２１０３番地

66 ㈱ エイワ

野添 英和

都城市広原町９号１１番地

67 ㈲ 澤井設備

澤井 悦造

都城市宮丸町２８６１番地１

68 ㈱ 山越工業

菊野 悦郎

都城市吉尾町６８９番地２

69 新栄設備

内村 新市

都城市岩満町１３６番地１
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電話番号
0986-64-2297
0986-64-1629
0986-64－1616
0986-64-1229
0986-64-3335
0986-64-3366
0986-64-1195
0986-39-5399
0986-39-3513
0986-38-2664
0986-38-3333
0986-59-9550
090-2856-9821
0986-58-4843
0986-58-5883
0986-62-4403
0986-62-1643
0986-62-3696
0986-62-3734
0986-23－6545
0986-24-6524
0986-38－3881
0986-36-0955

No

事業者名

代表者名

事業者住所

70 ㈲ 森崎設備

森崎 清道

都城市丸谷町６１０番地１

71 鯖渕設備

鯖渕 秀人

都城市丸谷町３１００番地

72 橋口水道設備

橋口 久夫

都城市丸谷町３０６２番地

73 ㈱ 川元設備工業

川元 巌

都城市菓子野町１０２７７番地１

74 南設備工業

久保 克彦

都城市下長飯町７１６番地１

75 都城管工事共同組合

中尾 隆

都城市下川東三丁目３２３８番地２

76 ㈲ 福島設備工業

福島 堅太郎

都城市下川東３丁目１５号８番地

77 都北設備工業

相良 研吾

都城市乙房町２７７番地４

78 ㈲ 三甲工設

上之原 正美

都城市乙房町１６７１番地１３

79 ㈲ファミリーガス

森 勝人

都城市横市町５８０３番地１

80 ㈲ わらびの設備工業

蕨野 武典

都城市一万城町９２番地１５

81 久保設備 ㈱

坂井 真由美

都城市一万城町１０８号９番地

82 ㈲ 越智水道

越智 信一

西諸県郡高原町蒲牟田１６０４番地５

83 春口設備

春口 昭男

小林市野尻町東麓１０４３番地２

84 ㈱ 菊水設備

菊池

85 ㈲ Ｐ＆Ｐマエムラ

前村 康暢

小林市大字北西方１０８３番地２

86 ㈲ 岡設備

岡薗 浩一

小林市大字南西方２１５５番地

87 ㈲ 宇都不動産商事

宇都 求

小林市大字堤２２１２番地１

88 コゾノコーポレーション㈱

小園 裕之

小林市細野６１番地１７

89 ㈱ヤマグチ

山口 初雄

小林市細野１３１６番地

90 ㈲ 東別府設備

東別府 隆雄

鹿児島県曽於市末吉町二之方５７０４番地５

91 大川内設備 ㈱

大川内 友博

鹿児島県曽於市末吉町上町１丁目９番地１

92 ㈱ 川原設備

川原 英明

鹿児島県曽於市末吉町ニ之方６０６１番地１

健一郎 小林市野尻町紙屋５３３番地７
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電話番号
0986-64-1348
0986-36-3868
0986-36-0739
0986-37－3369
0986-39-4357
0986-24-6059
0986-22-3256
0986-37-3291
0986-37－1467
0986-51-7003
0986-25－6001
0986-22－4075
0984-42-1925
0984-44-1551
0984-46-0454
0984-27-1748
0984-27-1337
0984-23-5955
0984-22-1678
0984-23-2824
0986-76-3307
0986-76-2118
0986-76-3394

No

事業者名

代表者名

事業者住所

93 篠原水道 ㈲

篠原 豊

鹿児島県曽於市大隅町鳴神町１６番地

94 川広設備

川添 廣幸

鹿児島県曽於市財部町南俣５３９番地２

95 ㈲ 森園水道設備

森園 茂

鹿児島県曽於市財部町南俣４９２番地２

96 カネダ設備ガス ㈱

金田 光宏

鹿児島県曽於市財部町南俣２４番地５

97 宮尾設備

宮尾 弘

鹿児島県曽於市財部町南俣１１３３０番地

98 ㈱ 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

99 ㈱ディクシス

守屋 昌義

鹿児島県鹿児島市上福元町６０２６番地３

100 ㈱瀨戸口建設

田之上 猛弘

鹿児島県鹿屋市串良町上小原３１７４番地１

101 ㈲ マキ水道設備

牧 利昭

鹿児島県肝属郡肝付町新富６６９９番地１

102 太田電機設備 ㈲

太田 公健

児湯郡新富町上富田５１４０番地１

103 ㈱ 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

104 ㈱ サン設備

高橋 征俊

宮崎市田野町乙９３８０番地

105 ㈲ 谷口水道

谷口 猛

宮崎市田野町乙７７２８番地２４

106 ㈲ 平原設備

平原 功

宮崎市田野町乙７１９０番地２

107 ㈱ 山口工業

山口 吉規

宮崎市大字瓜生野２２３３番地５６

108 ㈲ システム松田

松田 親夫

宮崎市大字瓜生野１７３０番地１

109 ㈱ 内田工業

小田 賢一

宮崎市大工３丁目２７８番地１

110 ㈲太陽住設

上別府 崇

宮崎市新別府町麓４８８番地３

111 ㈲ 山崎設備

山崎 勲

宮崎市城ヶ崎４丁目８番地３

112 ㈲ エルムンド設備

田口 道雄

宮崎市高岡町内山３１２６番地

113 ㈲ 松田設備

松田 優

宮崎市高岡町花見７５９番地

114 ㈲ 戸高空調設備

戸高 賢一

宮崎市月見ケ丘四丁目２０番４－２号

115 ㈲ 東亜設備

山崎 雅彦

宮崎市吉村町中無田甲５０９番地１
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電話番号
099-482-4550
0986-72-3894
0986-72-2263
0986-72－1818
0986-72-2451
099-254-1001
099-801-6195
0994-63-2137
0994-65-7777
0983-33-5048
082-502-6639
0985-86－0292
0985-86－0839
0985-86-0524
0985-30-3013
0985-36-0165
0985-23-5491
0985-28-0930
0985-54-3939
0985-82-2312
0985-82-2968
0985-33-9123
0985-27-5901

