錦町指定給水装置工事事業者一覧表
指定工事事業者名
有限会社 錦建設
マルナカ工業 有限会社
本田水道電気店
竹内電材 有限会社
橋村電気商会
中央電設 有限会社
錦 株式会社 いなば
山田建装
町
有限会社 ティーエヌケイ
内
有限会社 小園建設
日綜設備
株式会社 興陽建設
有限会社 平川電設
株式会社 イトウ建設
井上豊築
西建設

人
吉
球
磨
管
内

有限会社 田岡水道設備
株式会社 ウエハラ
株式会社 ナカオ工業
株式会社 太陽
株式会社 椎屋建設
有限会社 中尾水道
相良電設 株式会社
株式会社 徳丸
共生電設 株式会社
株式会社 大和冷機
有限会社 日栄建設
合同会社 やまもと水道メンテナンス
有限会社 日栄設備
光進建設 株式会社 人吉支店
株式会社 九電工人吉営業所
日建電設 株式会社 人吉支店
原口電気設備
有限会社 新堀建設
水道屋にしざき
三和建設 株式会社
有限会社 田村設備工業
相良電設 株式会社
有限会社 宮崎水道設備
山一工務店 株式会社
義廣設備
やまもと水道メンテナンス
オーエス設備
アクアシステム
株式会社 尾前電気設備
有限会社 皆越電気工業
株式会社 球磨設備
高田電気商会
株式会社 橋本設備

令和４年２月１５日現在
電話番号

事業所の所在地

電話番号

指定工事事業者名

事業所の所在地

球磨郡錦町大字一武3868番地
球磨郡錦町大字木上西1007番地
球磨郡錦町大字一武２１３８番地
球磨郡錦町大字一武2821-9
球磨郡錦町大字西９９５-３
球磨郡錦町大字一武2665
球磨郡錦町大字西1882-11
球磨郡錦町大字西1880-4
球磨郡錦町大字木上東379
球磨郡錦町大字西30
球磨郡錦町大字木上南1180-1
球磨郡錦町大字一武2192-33
球磨郡錦町大字西782
球磨郡錦町大字一武2745-2
球磨郡錦町大字西１８８－１０
球磨郡錦町大字西2930-7

0966-38-1211
0966-38-2027
0966-38-6466
0966-38-1990
0966-38-0043
0966-38-0023
0966-38-2174
0966-38-0876
0966-38-1116
0966-38-0945
0966-38-3678
0966-38-1002
0966-38-1680
0966-38-0634
0966-38-0378
0966-38-2458

人
吉
球
磨
管
内

人吉市瓦屋町１６５７番地６
人吉市七日町３１番地
人吉市蟹作町300番地
人吉市下林町293番地1
人吉市下原田町字荒毛1972番地3
人吉市東間下町2番地3
人吉市宝来町1279-3
人吉市願成寺町423
人吉市城本町555
人吉市下城本町1628番地の1
人吉市東間上町2758番地1
人吉市東間上町2747番地1
人吉市下薩摩瀬町553-1
人吉市下原田町字若宮1100
人吉市下城本町字桜木1448-2
人吉市上薩摩瀬町1407-4
人吉市上田代町196-2
人吉市中神町字大柿71
人吉市下原田町字荒毛1155-1
人吉市宝来町10-8
人吉市上漆田町3477
人吉市宝来町1279-3
人吉市鬼木町908番地の1
人吉市下薩摩瀬町648-4
人吉市中神町字馬場573
人吉市東間上町2747-1
人吉市下薩摩町４０９
人吉市赤池原町４１９
人吉市矢黒町字下矢黒2067番地の1
球磨郡あさぎり町上北２３５６番地４２
球磨郡あさぎり町上北１２３７番地２
球磨郡あさぎり町免田東338番地1
球磨郡あさぎり町上北1547番地1

0966-23-4238
0966-22-3627
0966-22-4355
0966-23-2281
0966-22-3000
0966-22-3033
0966-24-2816
0966-22-2204
0966-23-2370
0966-24-6123
0966-24-2415
0966-22-1190
0966-24-5192
0966-22-5347
0966-22-4377
0966-22-3844
0966-26-6188
0966-24-6258
0966-24-0275
0966-24-6151
0966-23-0626
0966-24-2816
0966-23-2578
0966-22-1234
0966-23-2206
0966-22-1190
0966-23-5249
0966-24-9382
0966-24-4525
0966-45-1493
0966-45-4696
0966-45-0822
0966-45-0678

三津山電気工事店
有限会社 竹本水道設備
田中電器店
有限会社 蓑田電設工業
前田電気設備
松下建設 株式会社
有限会社 愛瀬電機水道
有限会社 米村電気設備
有限会社 助廣管設備
成松建設 株式会社
大和設備
株式会社 岩昭電機
球磨冷熱設備
早川電気 株式会社
吉田設備 有限会社
有限会社 寿電業
有限会社 田中土建
吉村電気工事店
株式会社 中央設備
株式会社 Ｙ－ＭＥＣ
有限会社 山本建設
村内設備
桑原設備
下津電気工事商会
昭和建設 株式会社

球磨郡あさぎり町免田東2812-8
球磨郡あさぎり町岡原北112-1
球磨郡あさぎり町免田東１４９６番地１７
球磨郡あさぎり町上北４６７
球磨郡あさぎり町免田東1922-71
球磨郡多良木町大字久米2897-2
球磨郡多良木町大字多良木1363番地3
球磨郡多良木町大字多良木1582
球磨郡多良木町大字黒肥地6250-20
球磨郡多良木町大字多良木32-3
球磨郡多良木町大字黒肥地3259番地14
球磨郡多良木町大字久米９３６番地
球磨郡多良木町大字多良木2802-8
球磨郡多良木町大字久米７８８番地
球磨郡相良村大字深水2500番地54
球磨郡相良村大字柳瀬985-157
球磨郡相良村柳瀬832-9
球磨郡相良村大字深水2071
球磨郡山江村大字万江甲1049-1
球磨郡山江村大字山田乙2003
球磨郡山江村大字山田甲８５７－１９
球磨郡山江村大字山田乙1187-6
球磨郡山江村大字山田乙９６０
球磨郡球磨村大字渡乙1611-2
球磨郡球磨村大字三ヶ浦丙22

0966-45-3911
0966-45-1700
0966-45-0135
0966-45-3094
0966-45-2840
0966-42-2109
0966-42-2379
0966-42-2125
0966-42-1290
0966-42-2524
0966-42-8122
0966-42-2763
0966-42-5291
0966-42-2688
0966-35-0244
0966-24-7030
0966-24-7029
0966-35-0165
0966-22-7784
0966-22-6252
0966-24-6579
0966-24-9181
0966-24-1620
0966-33-0108
0966-32-1156

そ
の
他
の
市
町
村

九州園田設備 有限会社
株式会社 栄宏
源設備
株式会社 ヴィジョン
有限会社 ヒカリ設備工業
株式会社 旭振興
第一マルヰガス 株式会社
株式会社 日本設備管理事務所
株式会社 相富設備工業
株式会社 吉本商事
株式会社 木村総合設備
東設備工業 株式会社
有限会社 キョーセツ
有限会社 曲野設備工業
株式会社 後藤設備
有限会社 西山設備工業
長友設備
岩下設備 株式会社
有限会社 森口設備工業
有限会社 須崎水道工業
株式会社 美喜設備
協友工業 株式会社
株式会社 クラシアン

熊本市東区下江津5丁目12番8号
熊本市東区画図町重富660番1
熊本市東区戸島町451番地4
熊本市東区長嶺東3丁目4番34号
熊本市東区画図町大字上無田582-2
熊本市東区小山４丁目６番１号
熊本市東区戸島7丁目11番8号
熊本市西区松尾2丁目1-3
熊本市南区富合町廻江618-10
熊本市南区刈草1丁目5-15
熊本市北区清水新地４丁目７番１６０号
八代市豊原下町4102-2
八代市鏡町内田1595-14
八代市大村町２８４番地
菊池郡菊陽町大字原水3242番地
上益城郡益城町下陳１４０番地１
上益城郡甲佐町下横田４３５－３２
上益城郡甲佐町豊内465番地
八代郡氷川町宮原728-4
小林市大字細野451-7
鹿児島市田上8丁目16-15
鹿児島市西伊敷7丁目13-12
横浜市港北区横浜１丁目２番地1

096-378-5781
096-379-3434
096-388-4005
096-380-1739
096-379-0965
096-389-8080
096-380-0233
096-213-2220
096-374-6150
096-370-4150
096-344-9723
0965-33-2497
0965-62-8202
0965-34-4417
096-232-9533
096-289-6172
096-297-8447
096-284-1283
0965-62-4013
0984-35-0173
099-213-9972
099-229-0333
045-473-8181

