
令和3年7月1日

氏名又は名称 住         　　　　所 代表者氏名 電話番号

1 株式会社　平原設備 日南市星倉３丁目4-11
代表取締役
平原　啓悟

0987-25-3286

2 有限会社　三州建設 日南市瀬貝一丁目1番12号
代表取締役
佐土原　孝祥

0987-22-3809

3 玉田商事　株式会社 日南市星倉３丁目11番地4
代表取締役
玉田　貴洋

0987-25-1311

4 株式会社　斎藤設備 日南市西弁分５丁目１２番地１
代表取締役
齋藤　孝志

0987-22-5598

5 株式会社　九電工日南営業所 日南市西弁分二丁目１７番地４
所長
松本　幸志郎

0987-23-3165

6 有限会社　森山設備 日南市大字下方377番地1
代表取締役
森山　勝美

0987-27-2314

7 共栄設備工業　株式会社 日南市星倉三丁目20番地23
代表取締役
平原　良彦

0987-55-0192

8 有限会社　中村ボイラー住設 日南市中平野一丁目11番地13
代表取締役
中村　秀彌

0987-23-0100

9 有限会社　徳尾設備 日南市中平野一丁目1番地２０
代表取締役
徳尾　直美

0987-22-4500

10 有限会社　要水道設備 日南市飫肥一丁目2番30号
代表取締役
西村　聡

0987-25-4342

11 有限会社　誠真設備 日南市北郷町郷之原甲314番地3
代表取締役
佐師　吉男

0987-55-3626

12 有限会社　藤山産業 日南市大字東弁分乙731番地2
代表取締役
藤山　浩二

0987-23-0308

13 黒岩設備 日南市吾田東九丁目２-４２
代表
黒岩　茂

0987-22-4309

14 上村住宅設備 日南市南郷町潟上64-1
代表
上村　忠弘

0987-64-3113

15 （株）小松設備工業 宮崎市大字小松162番地4
代表取締役
佐々木　義昭

0985-47-3033

16 藤丸設備 日南市大字平野2770-4
代表取締役
斎藤　篤史

0987-23-4183

17 有限会社　益田水道建設 日南市南郷町中村甲3080-34
代表取締役
益田　英世

0987-64-4164

18 コウタ設備 日南市飫肥１丁目４－３１
代表
西村　光太

0987-55-7107

19 阿部設備 日南市南郷町贄波3190-2
代表
阿部　洋二

0987-64-1145

20 マルタニ設備 日南市大堂津二丁目12番14号 丸谷　繁 0987-27-0635
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21 株式会社　冨士工業 日南市大字平野1115番地
代表取締役
齋藤　章一郎

0987-23-6787

22 森設備 日南市吾田東八丁目４-１３
代表
森　和秋

0987-23-5401

23 株式会社　エコア日南営業所 日南市大字平山４０１番地
所長
長友　淳

0987-22-3745

24 中尾設備　株式会社 都城市年見町28号5番1
代表取締役
中尾　隆

0986-24-0446

25 株式会社 Ｎ-Vision 広島県広島市中区鶴見町8-57
代表取締役
中村　信幸

0120-492-314
082-275-5227

26 株式会社　内田工業 宮崎市大工三丁目278番地1
代表取締役
小田　賢一

0985-23-5491

27 株式会社　サン設備 宮崎市田野町乙9380
代表取締役
高橋　征俊

0985-86-0292

28 佳山住宅設備 日南市大字星倉5969-2
代表
佳山　昌弘

0987-25-5170

29 株式会社　エイワ 都城市広原町9号11番
代表取締役
野添　英和

0986-23-6545

30 株式会社　クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目２番地１
代表取締役
鈴木　一也

31 矢越工業 日南市南郷町潟上2175
代表
矢越　隆行

0987-64-1073

32 (有)山下建設 日南市大字板敷字鳥居田271-1
代表取締役
山下　益生

0987-25-2781

33 植田ボイラ水道設備 日南市大字戸高1216-5
代表
植田　實

0987-24-0690

34 ㈱さとう設備 宮崎市北川内町坂谷4436番地
代表取締役
中村　光一

0985-51-7002

35 有限会社　井之上設備 鹿児島県曽於市末吉町南之郷9013-4
代表取締役
井之上　正市

0986-78-1214

36 清武設備工業　有限会社 宮崎市清武町今泉乙474番地7
代表
増田　照美

0985-85-3040

37 昭和電工社 宮崎市田野町甲9594-12
代表
谷口　昭二

0985-86-1563

38 有限会社　戸髙空調設備 宮崎市月見ケ丘四丁目２０番４－２号
代表取締役
戸髙　賢一

0985-33-9123

39 有限会社　大洋建設 串間市大字西方5506番地
代表取締役
池島　正浩

0987-72-5920

40 有限会社　南部総合管理社 日南市吾田東一丁目7番38号
代表取締役
髙橋　順一

0987-23-7351
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41 恒久設備工業 宮崎市本郷北方3030-1
代表
松田　貢治

0985-52-7874

42 鍋倉設備 宮崎市田野町甲5606-3
代表
鍋倉　久朗

0985-86-4345

43 有限会社　松浦設備 宮崎市清武町今泉甲6482-イ
代表取締役
松浦　健一

0985-85-8920

44 株式会社　増田工業 串間市東町15番地1
代表取締役
増田　寿満

0987-72-0170

45 森山水道 宮崎市高岡町小山田2505番地
代表
森山　久己

0985-82-1530

46 株式会社　生目設備 宮崎市大字浮田32番地
代表取締役
坂本　史郎

0985-48-1617

47 大川内設備　株式会社 鹿児島県曽於市末吉町上町一丁目９番地１
代表取締役
大川内　友博

0986-76-2118

48 株式会社　川原設備 鹿児島県曽於市末吉町二之方6061番地1
代表取締役
川原 陽一郎

0986-76-3394

49 有限会社　瀬尾設備 都城市鷹尾１丁目7-15
代表取締役
瀬尾　春男

0986-25-2854

50 株式会社　アクエアー 都城市都北町1656番地2
代表取締役
久保田　勝志

0986-38-4774

51 有限会社　橋川設備 串間市大字奈留3237番地
代表取締役
橋川　孝次郎

0987-74-2863

52 株式会社　山口工業 宮崎市大字瓜生野2233番地56
代表取締役
山口　吉規

0985-30-3013

53 有限会社　松田設備 宮崎市高岡町花見７５９
代表取締役
松田　優

0985-82-2968

54
株式会社　ニチナンテクノ
（休止中）

日南市大字益安1845番地
代表取締役
鬼束　忠男

0987-22-4665

55 藤設備 宮崎市霧島２丁目２１番地
代表
藤戸　浩二郎

0985-26-9516

56 比江島商工 日南市瀬貝三丁目８番３号
代表
比江島　利一

0987-23-5659

57 有限会社　太陽住設 宮崎市新別府町麓４８８番地３
代表取締役
上別府　崇

0985-25-0930

58 株式会社　博栄建設 都城市山田町山田4517番地の1 木脇　利博 0986-64-1229

59 有限会社　濱崎組 宮崎市田野町乙9436番地19
代表取締役
濱崎　忠重

0985-86-3601

60 土居電気工事店 日南市北郷町郷之原甲255-1
代表
土居　睦典

0987-55-3372
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61 有限会社　拓磨建設 日南市南郷町中村乙6566
取締役
河上　光明

0987-64-3983

62 志高設備 東諸県郡国富町大字岩知野210-7
代表
渡邉　高志

0985-75-1240

63 野上工務店 日南市南郷町榎原甲153-1
代表
野上　健児

0987-68-1454

64 株式会社　花立工務店 串間市大字奈留5511番地
代表取締役
花立　幸夫

0987-74-1654

65
山本工務店
（休止中）

日南市南郷町贄波759 山本　定則 0987-64-2881

66 野田設備工業　株式会社 都城市志比田町4950-1
代表取締役
宮田　良明

0986-23-0222

67 有限会社　串間衛生社 串間市大字串間1499
代表取締役
佐藤　春満

0987-72-0541

68 大三設備工業　株式会社 宮崎市池内町塩井川3309
代表取締役
井上　和秋

0985-39-6089

69 有限会社　北川設備 串間市大字北方342番地
代表取締役
北川　　悟

0987-72-4733

70 有限会社　ミカタ設備工業 宮崎市谷川一丁目8番5号
代表取締役
市原　貴文

0985-52-1414

71 有限会社　宮崎水道 志布志市志布志町志布志700-3
代表取締役
内山　正吉

0994-72-1081

72 アストモスリｲリング　株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目７番１２号
代表取締役
濵田　和久

0987-64-0001

73 有限会社　東亜設備 宮崎市吉村町中無田甲509-1
代表取締役
山崎　重造

0985-27-5901

74 有限会社　小野設備 都城市上長飯町73号1番地1
代表取締役
小野　軍雄

0986-24-6163

75 佐藤設備 日南市星倉二丁目１１番５号
代表
佐藤　公信

0987-25-2812

76 株式会社　河野組 日南市南郷町中村甲1010番地
代表取締役
河野　直継

0987-64-1098

77 おだわら水道 日南市大字萩之嶺541番地1
代表
小田原　剛

0987-27-0170

78 有限会社　東浜興業 日南市南郷町榎原丙1194番地1
代表取締役
東濵　繁己

0987-64-4354

79 有限会社 落合衛生社 日南市大字松永1046番地2
代表取締役
稲垣　拓郎

0987-22-2277

80 久保設備　株式会社 都城市一万城町108号9番地
代表取締役
坂井　真由美

0986-22-4075
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81 松田設備 日南市大字隈谷甲２３９５番地３
代表
松田　光弘

090-8393-8137

82 中央設備工業　株式会社 宮崎市大坪東三丁目11番26号
代表取締役
大元　文雄

0985-52-1818

83 株式会社　松元建設 都城市早水町２１号１１番地２
代表取締役
松元　正次

0986-26-7322

84 有限会社　石山電工 鹿児島県志布志市志布志町安楽2838番地10 石山　茂樹 099-472-3399

85 酒井設備 日南市吾田西二丁目９番２８号
代表
酒井　実男

080-5245-9158

86 共和建設興業　株式会社 鹿児島県鹿屋市打馬一丁目3番15号
代表取締役
永野　聡也

0994-44-2211

87 長友水道 日南市大字宮浦４７９９番地４
代表者
長友　泰

0987-29-1536

88 大淀設備工業　有限会社 宮崎市大字本郷北方８５番地１
代表取締役
横山　久雄

0985-56-7856

89 宮崎水道サービス 鹿児島県鹿屋市旭原町２４０７番地７
代表
川野　貴行

0994-41-8839

90 増元設備　株式会社 宮崎市清武町木原４６３３番地８
代表取締役
増元　亮太

0985-85-3617

91 有限会社　ワークス工業 宮崎市大字郡司分甲３６７番地１
代表取締役
小田　憲治

0985-56-6500

92 株式会社　瀨戸口建設 鹿児島県鹿屋市串良町上小原３１７４番地１
代表取締役
田之上　猛弘

0994-63-2137

93 水道屋カワノ 日南市西弁分二丁目２番地１４
代表
河野　利彦

080-1704-5917

94 有限会社　常蒼設備 都城市都島町1227番地5
代表取締役
小原　得二朗

0986-24-2322

95 三菱電機システムサービス株式会社
宮崎サービスステーション 宮崎市大字赤江字飛江田150-1

所長
古野　洋史

0985-56-4900

96 アトリエー２１ 日南市大字益安６７０－１
代表
渡邉　秀史

0987-23-2632

97 﨑田設備工業 日南市吾田東三丁目4番15号
代表
﨑田　雄介

0987-67-4597

98 株式会社　 山本設備 宮崎市大字田吉１８６６番地２
代表
山本　淳

0985-56-9976

99 株式会社　アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀町８番８号
代表取締役
大垣内　剛

082-502-6644

100 株式会社　シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町2-4-3アイエスビル9F
代表取締役
木原　朗広

082-502-6645
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101 株式会社　菊水設備 小林市野尻町紙屋533番地7
代表取締役
菊池　健一郎

0984-46-0454

102 小川設備工業　有限会社 宮崎市大島町北ノ原１０７７番地２
代表取締役
相良　均

0985-25-7549


