臼杵市指定給水装置工事事業者
令和３年４月1日現在
名

称

住所

電話番号

臼杵市
臼杵地域
株式会社 板井林業

臼杵市大字臼杵７２番地の２６６

63-3555

株式会社 臼杵鋼鈑工業所

臼杵市大字野田２６６番地の１

63-3355

株式会社 日邦

臼杵市大字江無田１１９番地の５

62-2649

有限会社 臼杵設備

臼杵市大字臼杵７２番地の２２

63-2127

有限会社 臼杵総建

臼杵市大字臼杵５６番地の１

62-4333

有限会社 遠藤水道

臼杵市大字市浜１５８番地

63-4759

有限会社 環整備

臼杵市大字臼杵７２番地の１８１

63-7254

株式会社 九電工 臼杵営業所

臼杵市大字井村２０５３－１

63-8695

株式会社 小坂設備工業

臼杵市大字井村２１４５番地の３

63-6500

有限会社 三信水道

臼杵市大字海添２５７３－３５

62-4899

株式会社 だるまや水道

臼杵市大字前田１９８８番地の１

63-4141

有限会社 諏訪土建

臼杵市大字市浜１１７２番地

63-3268

有限会社 玉井工業

臼杵市大字野田１３９１－１３

63-0358

谷口産業株式会社

臼杵市大字板知屋字大寺浦1257番地の11

62-2275

有限会社 三信エンジニアリング

臼杵市大字福良３０６番地

63-8733

有限会社 日本国土開発

臼杵市大字福良１８０８－２

63-5259

上野建築事務所

臼杵市大字深田１０１４－１

65-3039

臼豊土建株式会社

臼杵市大字江無田１９４番地の１

62-2653

有限会社ジェイ・ピー・イー

臼杵市大字臼杵８７番地の７

64-0171

有限会社 高建

臼杵市大字武山３１２８番地の１

65-3262

株式会社 豊産業

臼杵市大字市浜９９５番地

63-7542

株式会社 髙聖建設工業

臼杵市大字末広３２８１番地の１

63-1986

野中工業株式会社

臼杵市大字板知屋1257番地

62-5800

日名子建設有限会社

臼杵市大字佐志生103番地の2

68-3200

青和工業

臼杵市大字市浜551の4番地

62-4087

臼杵ホーム電機

臼杵市大字臼杵２の１０７番地の７５６

63-5100

泰豊設備工業

臼杵市大字佐志生字尾本７組

63-0568

株式会社 平松設備工業

臼杵市大字諏訪１６８１番地

62-9054

双北

臼杵市大字稲田１８７５番地の１

63-2690

甲斐商店

臼杵市大字臼杵１８４－１

62-2502

株式会社 豊龍技建

臼杵市大字大野５８６番地の１

67-2838

株式会社 野中エンタプライズ

臼杵市大字板知屋１２５７番地

64-0600

野津地域
有限会社 川野工業

臼杵市野津町大字東谷６６６２番地

0974-32-2587

竹尾邦彦

臼杵市野津町大字前河内９５番地の１

090-7457-4651

有限会社 野津商事

臼杵市野津町大字吉田3648

0974-32-7232

有限会社 野津住建

臼杵市野津町大字宮原1218番地

0974-32-3712

有限会社 智俊工業

臼杵市野津町大字白岩７０２番地

0974-32-7493

後藤電気

臼杵市野津町大字野津市2021-2

0974-32-3585

有限会社 村上建設

臼杵市野津町大字原1431番地の2

0974-32-7755

野津電設工業株式会社

臼杵市野津町大字野津市555-1

0974-32-7000

有限会社 林産業

臼杵市野津町大字野津市689番地

0974-32-3127

1 / 4 ページ

臼杵市指定給水装置工事事業者
令和３年４月1日現在
名

称

住所

電話番号

大分市
有限会社 吉野産業

大分市大字福良５２６番地

097-595-0504

株式会社 ライフテック・井上

大分市大字一尺屋３０１３番地

097-575-8226

西産工業株式会社

大分市西大道二丁目２番２７号

097-543-0808

有限会社 たきお水道

大分市大字津守１２３５番地の１

097-569-1887

江藤設備株式会社

大分市西新地１丁目８番３０号

097-558-1206

協栄工業株式会社

大分市大字下郡字千鳥３２２５番地の２３

097-569-5800

協和工業株式会社

大分市大州浜１丁目４番３４号

097-558-4747

有限会社 ハザマ設備

大分市大字南297番地

097-522-4875

有限会社 幸野設備

大分市大字下郡字神下田250番地の1

097-569-6583

エス・イー・シー九州株式会社

大分市豊海５丁目４番１２号

097-553-0090

有限会社 富士設備工業

大分市大字荏隈６３３番地の２

097-545-0283

株式会社 但馬設備工業

大分市原新町９－９

097-574-8155

木ノ上電気店

大分市大字木上８９５

097-541-0254

株式会社 温水器産業

大分市賀来北１丁目１６番１３号

097-549-1621

山九大分ビジネスサービス株式会社

大分市向原沖１丁目１番１１号

097-553-1757

株式会社 大分ワコー

大分市花園一丁目8番14号

097-543-3011

松尾機器産業株式会社

大分市日岡１丁目３番１４号

097-556-6277

共立興業有限会社

大分市山津町１丁目１番１０号

097-553-1063

株式会社 ニッセツ

大分市大字寒田１０２６番地の１５

097-503-8566

協同組合大分管工事センター

大分市大洲浜１丁目３番５号

097-558-6976

株式会社 ダイキ

大分市三川新町１丁目１－１３

097-573-0255

生活協同組合コープおおいた

大分市青崎１丁目９番３５号（臼杵燃料センター）

0972-62-3539

有限会社 大共工業

大分市政所１丁目１２番１４号

097-592-6220

有限会社 コーボウ設備工業

大分市大字三佐２１２２番地の８

097-503-5855

株式会社 城南設備工業

大分市大字津守２３０番地の５

097-568-7344

株式会社 ガス設備

大分市大字鶴崎２１５４番地の１

097-527-3175

上田水道工業株式会社

大分市上野町１０番１２号

097-543-0329

新光綜合サービス

大分市三佐５丁目２番１０号

097-529-7888

中央設備工業有限会社

大分市大字曲５８８番地４

097-568-3235

リピート水道

大分市関園５７２番地の４

097-527-7121

KOUEI工業

大分市高松２丁目６番１０号

097-553-5532

タキ冷機

大分市日岡３丁目２番５号

097-551-6740

有限会社 ワークスサカイ

大分市大字光吉961番地の1

097-568-6991

株式会社 東九州産業

大分市新栄町５番１３号

097-551-4473

有限会社 イヅツ建商

大分市大字関園１１７番地の８

097-527-4467

有限会社 システムフナイ

大分市大字政所２８６０番地の1

097-560-2710

江尻設備

大分市明野西２丁目１６番５号

097-556-4302

東邦設備工業株式会社

大分市大字牧１１５６番地５

097-558-7635

加藤工業株式会社

大分市大字三佐２４３１番地の２

097-521-1321

株式会社 スズキ設備工業

大分市大字迫22番地-1

097-547-9680

有限会社 網中水道

大分市田中町1丁目11番6号

097-543-1566

株式会社 マイカン

大分市大州浜１丁目９番４号

097-551-4000

渡辺設備

大分市大字志生木３８－２

097-575-4594

有限会社 設備舎

大分市大字関園５３４番地の１

097-523-3177

株式会社 エンジニアリング九設

大分市大字津守５００番地の１０

097-554-2004

有限会社 久大技研

大分市大字国分８９７番地の３

097-549-5510

佐藤設備

大分市大字口戸５９３番地
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097-541-1068

臼杵市指定給水装置工事事業者
令和３年４月1日現在
名

称

住所

電話番号

有限会社 岩本総合設備

大分市乙津町３番１１号

097-521-3614

株式会社 晃陽建設工業

大分市大字片島１２１５番地の２

097-574-4339

オルタスクリエイト

大分市小佐井１丁目９番１４号

097-592-7178

有限会社 ライフテック

大分市法勝台１丁目１番３号 第一明友モール２０５

097-573-1077

株式会社 下水道普及センター

大分市市尾148-2

097-535-8237

後藤総合工業株式会社

大分市大字竹中2730番地

097-597-1212

古谷管工業

大分市政所2丁目12番32号

097-592-1760

株式会社 翼電機工業

大分市荏隈７０番地３

097-544-5396

株式会社 坂之上設備

大分市横塚１丁目１４番１５号

097-592-0040

有限会社 えだ源工業

大分市大字津守465番地の84

097-567-5918

ケイサービス

大分市宮河内3769番地の175

097-511-6167

有限会社 岡村環境開発

大分市坂ノ市中央３丁目３番５号

097-592-1924

佐藤設備工業

大分市羽屋9組の2

097-511-4324

日本配管有限会社

大分市向原西２丁目７番６号

097-558-2260

ｍｉｚｋｅｎ

大分市上野丘２丁目５－１２

097-594-1041

富士輝工業株式会社

大分市六坊北町６番６０号

097-545-9111

愛伸工業株式会社

大分市荻原３丁目１４番１３号

097-552-2021

有限会社 大分水道

大分市大字丸亀１３０番地

097-523-4409

日伸テクノ株式会社

大分市大字上宗方227番地

097-541-7770

株式会社 三信工業

大分市新貝１２番１号

097-544-0136

有限会社 シマヤ水道工業

大分市新春日町2-3-31

097-543-0503

扶桑工業株式会社

大分市高城本町5番31号

097-551-5736

有限会社 正和エンジニアリング

大分市下郡530番地

097-567-5545

首藤設備工業株式会社

大分市花津留町1丁目16番8号

097-558-7840

有限会社 米山設備工業

大分市大字光吉2109番地の1

097-568-2829

株式会社 九設

大分市大字津守500番地

097-569-3526

石川設備工業

大分市大字佐野4082

097-593-0556

有限会社 栄設備設計事務所

大分市上寒田231番地の1

097-568-6050

（有）なべや管工

大分市仲西町2丁目4番16号

097-556-1585

高山水理工業株式会社

津久見市港町２－１９

0972-82-2426

有限会社 亀井水道工業所

津久見市大字千怒５１４０番地

0972-82-2233

有限会社 松岡水道工業

津久見市大字津久見２５５９番地の１

0972-82-1315

甲斐管工事有限会社

佐伯市大字鶴望３９１４番地の２

0972-23-8881

有限会社 米水津水道

佐伯市米水津大字色利浦４００番地

0972-36-7107

有限会社 大間パイプ

佐伯市大字長良８６１番地の１

0972-22-9027

武田電気

佐伯市直川大字横川５３６番地

0972-58-2472

匹田電気工事株式会社

佐伯市女島10429-3

0972-22-0858

フジ管工

佐伯市大字長谷9838-2

0972-23-7667

有限会社 御手洗水道工事

佐伯市大字長良4720番地2

0972-29-2066

御手洗設備

佐伯市米水津大字小浦４８２番地

0972-23-2121

株式会社 久保田水道工事

佐伯市長島町３丁目３番１１号

0972-23-3147

有限会社 阿部電設工事

佐伯市大字上岡1507番地

0972-22-2803

五十川電機工業所

佐伯市弥生大字提内１３４番地

0972-46-1519

有限会社 佐伯環境センター

佐伯市女島10383-1

0972-22-0967

三浦電気工事

佐伯市大字鶴望寺田

0972-22-8179

あべ設備

佐伯市大字木立3617番地
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0972-28-3065

津久見市

佐伯市

臼杵市指定給水装置工事事業者
令和３年４月1日現在
名

称
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電話番号

仲野電設 有限会社

佐伯市弥生大字江良１３９３番地１

0972-46-1853

佐伯設備有限会社

佐伯市大字鶴望４３１番地１０

0972-24-1610

しん設備工業

豊後大野市三重町小坂４１１３－４８

0974-22-1075

しばた設備

豊後大野市三重町小坂３８０７－３７

0974-22-5251

株式会社 川辺工業

豊後大野市三重町大字菅生1番地303

0974-22-0448

株式会社 千歳工業

豊後大野市千歳町大字新殿218番地の1

0974-37-2118

村上電気工事有限会社

豊後大野市犬飼町大字田原251番地の7

097-578-0480

長野電気有限会社

豊後大野市犬飼町大字田原1753番地の6

097-578-1864

有限会社 デンセツ

豊後大野市三重町大字内田4046番地の25

0974-22-3399

株式会社 三重綜合建設工業

豊後大野市三重町大字赤嶺1224-3

0974-22-1186

有限会社 衛藤水道設備

豊後大野市清川町大字六種2621番地

0974-35-2263

ナンバ水道設備有限会社

豊後大野市三重町大字宮野2598番地

0974-22-5418

新和設備

竹田市大字川床280番地

0974-66-2206

有限会社 豊肥電設

竹田市大字植木９３８－１

0974-63-3576

（有）大徳電気

竹田市大字平田2704番地の3

0974-63-2569

株式会社 サンプラス

別府市大字南立石字尾ノ上１２０７番地の１

0977-22-5502

株式会社 信和

別府市千代町６番３号

0977-21-9640

株式会社 小俣電設工業

別府市大字南立石395番地の19

0977-25-1341

亀川設備工業株式会社

別府市亀川東町17番20号

0977-67-7871

ＡＲＭ大分

別府市内竈3組1

0977-66-2260

ＴＡＫＵシステム

由布市庄内町渕１９９０－２

097-582-8822

工藤設備工業

由布市挟間町谷2258番地

097-586-3390

株式会社 木元電設

杵築市大字猪尾６４番地の５

0978-62-4726

国東市
有限会社 大内設備

国東市安岐町瀬戸田１２９７番地

0978-67-2801

宇佐市
大翔工業株式会社

宇佐市大字上乙女261番地の1

0978-25-4402

広島市中区鶴見町8-57

082-275-5227

広島市中区上八丁堀8番8号 第１ウエノヤビル６Ｆ

082-52-6644

大阪市浪速区敷津東3-7-10 イースマイルビル

06-6631-7449

東京都世田谷区太子堂４丁目１番１号

03-5431-7750

神奈川県横浜市港北新横浜1-2-1

0120-500-500

豊後大野市

竹田市

別府市

由布市

杵築市

広島
株式会社 Ｎ-Ｖｉｓｉｏｎ
株式会社 アクアライン
大阪
株式会社 イースマイル
東京
三菱電機システムサービス株式会社
神奈川
株式会社 クラシアン
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