人 吉 市 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 一 覧 表
令和4年8月1日現在 114社
指定工事事業者名

事 業 所 の 所 在 地

指定工事事業者名

アクアシステム

人吉市赤池原町419

0966-24-9382

三菱電機ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ(株)

(株)出水電設

人吉市中青井町449-1

0966-23-3271

熊本ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

(株)ウエハラ

人吉市七日町31

0966-22-3627

オーエス設備

人吉市下薩摩瀬町409

0966-32-9821

(株)尾前電気設備

人吉市矢黒町2067-1

共生電設(株)

人吉市城本町555

(株)九電工 人吉営業所 人吉市下城本町字桜木1448-2

人 光進建設(株)人吉支店 人吉市下原田町字若宮1100
相良電設(株)
人吉市宝来町1279-3

熊本市東区石原1-10-35

096-380-0211

九州園田設備(有)

熊本市東区下江津5丁目12-8

096-378-5781

東邦設備(株)

熊本市東区秋津3丁目14-16

096-368-4195

0966-24-4525

(株)岡本設備

熊本市東区画図町大字下無田1432-25
096-285-6803

0966-23-2370

(株)ｴﾇ･ｴｽ･ｼｰ熊本ｻｰﾋﾞｽｼｮｯﾌﾟ

熊本市東区健軍本町1-11-205号

0966-22-4377

(株)日本設備管理事務所 熊本市西区松尾2丁目1-3

096-213-2220

0966-22-5347

(株)吉本商事

熊本市南区刈草1-5-15

096-357-2323

0966-24-2816

(株)熊本総合設備

熊本市南区薄場3丁目11-13

096-358-8811

(株)上田商会

熊本市南区平田2丁目8-24

096-353-1155

(株)太陽

人吉市下林町293-1

0966-23-2281

(株)相富設備工業

熊本市南区富合町廻江618-10

096-374-6150

人吉市下原田町1689-7

0966-24-6123

(株)杉村設備工業

熊本市南区日吉2丁目3-63

096-223-6222

(有)田岡水道設備

人吉市瓦屋町1657-6

0966-23-4238

(有)大泉工業

熊本市北区武蔵ケ丘8-6-6

096-339-2655

(有)ﾀｸﾞﾙｽ･ﾏｲﾎｰﾑ

人吉市下戸越町1286-4

0966-24-4077

(有)佐藤管工技研

熊本市北区楡木3丁目1-121-5号

096-277-8881

人吉市上漆田町3477

0966-23-0626

(株)髙宮城工業

熊本市北区弓削6丁目12-１-102号

096-348-7055

人吉市願成寺町423

0966-22-2204

九州設備管理(有)

熊本市北区楠5丁目3-27

096-338-0068

(株)ナカオ工業

人吉市蟹作町300

0966-22-4354

(株)木村総合設備

熊本市北区清水新地4丁目7-160

096-344-9723

(有)中尾水道

人吉市東間下町2-3

0966-22-3033

カワグチ設備

熊本市北区植木町大和5-1

096-272-4099

(有)日栄建設

人吉市東間上町2758-1

0966-24-2415

(有)キョーセツ

八代市鏡町内田1542

0965-62-8202

人吉電気工事(株)

人吉市下城本町1428-5

0966-24-2650

東設備工業(株)

八代市豊原下町4102-2

0965-33-2497

福屋電気商会

人吉市七地町322-2

0966-24-8730

(有)吉田設備

八代市築添町1623-3

0965-35-1371

(有)宮崎水道設備

人吉市鬼木町908-1

0966-23-2578

(株)中村設備工業

八代市鏡町貝洲1305-6

0965-53-8782

山一工務店(株)

人吉市下薩摩瀬町648-4

0966-22-1234

(有)曲野設備工業

八代市大村町284

0965-34-4417

そ

(同)やまもと水道ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 人吉市東間上町2747-1

0966-22-1190

(同)大村工業

八代市大村町304-7

080-6443-9603

義廣設備

人吉市中神町字馬場573

0966-23-2206

五德創建(株)

八代市麦島東町10-16

0965-35-3366

(有)ウエダ建設

人吉市合ノ原町549-2

0966-22-6538

の (有)鍬先設備

八代市千丁町新牟田1270

0695-46-1240

八代市揚町149

0965-39-5211

荒尾市一部2157-4

0968-68-5447

宇土市三拾町275-31

0964-27-5471

宇土市住吉町898-3

0964-25-0121

(有)皆越電気工業

球磨郡あさぎり町上北2356-42

0966-45-1493

他 中央設備工業(株)

(株)球磨設備

球磨郡あさぎり町上北1237-2

0966-45-2885

中川技術サービス
の 亀田住設

三津山電気工事店

球磨郡あさぎり町免田東2812-8

0966-45-3911

(株)橋本設備

球磨郡あさぎり町上北1547-1

0966-45-0678

吉田設備(有)

球磨郡相良村大字深水2500-54

0966-35-0244

(有)寿電業

球磨郡相良村大字柳瀬985-64

0966-24-7030

(株)熊本管工土木

(有)助廣管設備

球磨郡多良木町大字黒肥地6250-20 0966-42-1290

(有)愛瀬電機水道

球磨郡多良木町大字多良木1363-3 0966-42-2379

(有)米村電気設備

球磨郡多良木町大字多良木1582

0966-42-2125

成松建設(株)

球磨郡多良木町大字多良木32-3

早川電気(株)
本田水道電気店

郡 (有)ﾃｲｰｴﾇｹｲ
(株)いなば

そ
の
他
の
市
町
村

096-360-6300

0966-22-3000

(株)みのる設備

磨

電話番号

人吉市下原田町荒毛1972-3

市 (有)田村設備工業
(株)徳丸

球

事 業 所 の 所 在 地

(株)椎屋建設
吉 (株)大和冷機

内

電話番号

(株)総合設備ｱｰｽﾎｰﾑ 宇城市不知火町長崎931
市 村上設備

0964-53-9462

合志市上庄315

096-248-1927

合志市豊岡2364-2の18

096-223-8522

町 (有)森口設備工業
(株)氷川総合設備

八代郡氷川町宮原728-4

0965-62-4013

八代郡氷川町鹿野1236-4

0965-51-4432

葦北郡芦北町大字花岡1155

0966-82-5552

0966-42-2524

村 幸ガラス
(株)ＡＴ総合設備

葦北郡芦北町大字湯浦112-16

0966-82-4310

球磨郡多良木町大字久米788

0966-42-2688

(有)五代産業

葦北郡津奈木町大字千代342-1

0966-78-5033

球磨郡錦町大字一武2040

0966-38-6466

(株)後藤設備

菊池郡菊陽町大字原水3242

096-232-9533

球磨郡錦町大字木上東379

0966-38-2307

(有)吉永設備

菊池郡大津町大字陣内1337

096-293-3265

球磨郡錦町大字西1882-11

0966-38-2174

(株)長友設備

上益城郡御船町大字滝川1765-4

096-282-7801

(株)中央設備

球磨郡山江村大字万江甲1049-1

0966-22-7784

(有)上口設備工業

上益城郡御船町大字陣2013-1

096-282-7146

村内設備

球磨郡山江村大字山田乙1187-6

0966-24-9181

岩下設備（株）

上益城郡甲佐町豊内465

096-284-1283

(株)Y-MEC

球磨郡山江村大字山田乙2003

0966-22-6252

(有)西山設備工業

上益城郡益城町大字下陳140-1

096-289-6172

(有)山本建設

球磨郡山江村大字山田甲857-19

0966-24-6579

早田設備

下益城郡美里町永富1764-1

0964-47-0753

桑原設備

球磨郡山江村大字山田乙960

0966-24-1620

増永設備

下益城郡美里町畝野4143

0964-48-1611

下津電気工事商会

球磨郡球磨村渡乙1611-2

0966-33-0108

(有)川島工建

鹿児島県出水市向江町21-27

0996-63-6685

(有)たかさご水道

鹿児島県出水市住吉町38-5

0996-67-4400

広誠設備工業(株)

熊本市中央区大江1-29-53

096-372-6511

(有)迫田設備

鹿児島県伊佐市大口里1629-1

0995-23-5360

日栄工業(株)

熊本市中央区神水本町24-15

096-382-1313

熊本水道サービス

鹿児島県鹿屋市旭原町2406-7

0994-38-2675

(株)アワックス

熊本市東区御領1丁目1-29-8

096-383-5511

(有)コシグチ

鹿児島県霧島市横川町中ノ250

0995-72-0158

協成設備工業(株)

熊本市東区御領6丁目4-52

096-389-5811

(株)美喜設備

鹿児島市田上8丁目16-15

099-213-9972

(株)栄宏

熊本市東区画図町重富660-1

096-379-3434

(株)桜井

鹿児島市田上町4718-55

099-204-0098

(有)双木工業

熊本市東区神水本町26-53

096-282-8731

(株)シモムラ

鹿児島県姶良郡湧水町米永585-35 0995-74-4592

(有)ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽ

熊本市東区湖東3丁目5-3 2F

096-285-3207

(有)リビング亀沢

鹿児島県姶良郡湧水町木場109-1

0995-74-2039

(有)ヒカリ設備工業

熊本市東区画図東1丁目7-35

096-379-0965

(有)一政設備

宮崎県宮崎市大字赤江530-4

0985-53-4884

(株)ヴィジョン

熊本市東区長嶺東3丁目4-34

096-380-1739

(株)N-Vision

広島市中区鶴見町8-57

082-275-5227

Ｌｏｃｋ’Ｓ

熊本市東区長嶺東4丁目2-62-1

096-285-3158

(株)イースマイル

大阪市中央区瓦屋町3丁目7-3

06-7739-2525

第一マルヰガス(株)

熊本市東区戸島7丁目11-8

096-380-0233

