
事業者の名称 電　話　番　号　・　事　業　者　の　住　所　　

あ ㈱有馬工務店 099-477-0015　　大崎町菱田2543-2

㈲有馬電建 0994-65-2372　　肝付町新富4628-2

有明水道土木 099-475-0635　　志布志市有明町蓬原2093

アポロ工務店 0994-44-7871　　鹿屋市旭原町2630-1

㈲あじさか 0994-42-2804　　鹿屋市西原２丁目5番41号

㈲アイ設備 0994-32-1218　　垂水市海潟563

有村設備 0993-43-1460　　鹿児島市喜入前之浜町7165-1

㈱アクアライン 082-502-6644　　広島市中区上八丁堀８番8号

い 石原建設㈱ 099-476-0178　　大崎町仮宿1495

㈲井手口設備企画 0994-41-5102　　鹿屋市川西町3878-8

井手商工建設 0987-72-0249　　串間市西方5627-1

井上水道 0994-58-6789　　鹿屋市吾平町麓2132

㈲今井水道設備 099-478-8868　　志布志市松山町泰野3840-2

㈲井上設備 0994-43-5663　　鹿屋市新生町23-5

㈲石山電工 099-472-3399　　志布志市志布志町安楽2838-10

入佐建築事務所 0994-58-8119　　鹿屋市吾平町下名2890-1

㈲井之上設備 0986-78-1214　　曽於市末吉町南之郷9013-4

う ㈲ウイン企画 099-473-1366　　志布志市志布志町帖6931-12

宇都水道 0995-56-3003　　霧島市福山町福沢4707-7

え エイワ工業 0994-44-9009　　鹿屋市上谷町13534-1

㈱エイワ 0986-23-6545　　都城市広原町９号11番地

お ㈱大迫建設 0994-87-2058　　志布志市松山町新橋5778-1

大隅水道 099-472-1912　　志布志市志布志町帖4595

大崎町指定給水装置工事業者名簿　（五十音順）あ～お

大崎町内業者



事業者の名称 電　話　番　号　・　事　業　者　の　住　所　　

お 大隅設備 0994-43-8822　　鹿屋市上谷町7-12

大園設備工業 099-478-2110　　大崎町野方6173-3

大川内設備㈱ 0986-76-2118　　曽於市末吉町二之方2486番地3

大浦総合設備 099-472-3790　　志布志市志布志町安楽2140-2

太田屋設備 0994-44-6851　　鹿屋市野里町3919番地3

か カネダ設備ガス㈱ 0986-72-1818　　曽於市財部町南俣24-5

金沢設備 0994-82-2430　　曽於市大隅町中之内4872-1

㈱鹿屋管工業 0994-31-1107　　鹿屋市郷之原町15151

㈱川原設備 0986-76-3394　　曽於市末吉町二之方6061-1

鎌田建設㈱ 0995-46-3000　　霧島市国分敷根141番地

門倉電気
水道設備

0994-63-4580　　鹿屋市串良町下小原4714-5

川広設備 0986-72-3894　　曽於市財部町南俣539-2

勝和建設㈲ 0994-65-6347　　肝付町野崎321番地1

き 久徳建設㈱ 099-476-1131　　大崎町神領2156-2

共和建設興業㈱ 0994-44-2211　　鹿屋市打馬１丁目3-15

九電工鹿屋営業所 0994-44-3211　　鹿屋市永野田町750-16

協友工業㈱ 099-229-0333　　鹿児島市西伊敷７丁目13-12

く 黒木設備 0994-44-4228　　鹿屋市寿８丁目15番11号

久保設備㈱ 0686-22-4075　　都城市一万城町108号9番地

け ㈲ケイ・総合サービス 0994-58-7738　　鹿屋市吾平町上名1279-1

こ ㈱児島設備工業 0994-43-4041　　鹿屋市笠之原町2102

国豊工業㈲ 0994-44-1222　　鹿屋市札元１丁目27-25

㈲郡山工業 099-475-0008　　志布志市有明町野神2978-1

大崎町指定給水装置工事業者名簿　（五十音順）お～こ

大崎町内業者



事業者の名称 電　話　番　号　・　事　業　者　の　住　所　　

こ ㈱コウエイ建設 0994-41-6776　　鹿屋市祓川町4230-9

㈱光信商会 099-482-0070　　曽於市大隅町岩川6313

さ 三州管工業㈱ 099-478-2121　　大崎町野方6038-4

三州設備 0994-43-8010　　鹿屋市札元２丁目3683-11

㈲崎田建設 099-473-0050　　志布志市志布志町帖5591

さ 迫設備工事店 09942-2-2182　　錦江町馬場1245-1

㈲三和設備工業 0994-32-4456　　垂水市旭町１３番地1

し ㈱しろやま建設 099-476-0242　　大崎町仮宿1072

㈲新越建設 099-476-0451　　大崎町井俣1349

㈲志布志水道 099-472-3540　　志布志市志布志町帖3673-3

篠原水道㈲ 0994-82-4550　　曽於市大隅町鳴神町16

㈲白水電器水道設備 0994-46-3211　　鹿屋市白水町698-2

重田電気水道設備 0994-65-0304　　肝付町野崎2206番地

新馬場商会 080-8590-0239　　鹿屋市高須町1021番地2

す 須田設備工業 0994-67-3422　　肝付町南方2668-28

せ ㈲瀬戸口建設 0994-63-2137　　鹿屋市串良町岡崎2358

そ 園田住設 099-486-0951　　鹿屋市輝北町上百引4003-5

た ㈱谷口建設 099-477-0035　　大崎町菱田990-3

㈱太盛工業 099-476-3590　　大崎町永吉7310-1

立石電気水道設備 0994-63-8439　　東串良町川東3418

㈲田中電気工業 0994-65-2458　　肝付町前田3274

タナカ設備 0994-58-6951　　鹿屋市吾平町麓3381-2

た 大洋設備㈲ 0994-48-2507　　鹿屋市横山町1553-2

大崎町指定給水装置工事業者名簿　（五十音順）こ～た

大崎町内業者



事業者の名称 電　話　番　号　・　事　業　者　の　住　所　　

た ㈲大洋水道 0995-63-4196　　姶良市加治木町木田4599-3

大輝水道工業㈲ 0994-31-8839　　鹿屋市花岡町4172番地

㈲第一水道 0994-43-3615　　鹿屋市上谷町14番２１号

て テル設備 0994-62-3778　　鹿屋市串良町有里7330番地7

な ㈲ナンエイ設備 0994-43-1457　　鹿屋市西原4-13-36-1

な ㈲中園設備工業 0995-42-1650　　姶良市隼人町神宮６丁目13番２号

㈲ナカタマリ 0995-63-2304　　姶良市加治木町木田4242番地6

に 西山水道 099-479-3777　　志布志市志布志町安楽177-19

日昇㈱ 0994-44-7811　　鹿屋旭原町2632-1

に ㈲西之園設備工業 0994-65-6025　　肝付町波見3296

ニノカタ設備 0995-65-4509　　姶良市西餅田1970-12

㈲日東住設工業 0994-41-5018　　鹿屋市下祓川町1386番地1

㈱西江建設 099-474-2113　　志布志市有明町野井倉1463-2

㈱日本病態病理研究所 0994-62-2838　　鹿屋市串良町細山田5245-8

の 野村設備工業 0994-63-0757　　東串良町新川西1557-1

は ㈲橋川設備 0987-74-2863　　宮崎県串間市奈留3237番地

㈲パナンきよやま 0994-63-8395　　串良町下小原2781-3

ひ ㈲東水道 0994-43-2625　　鹿屋市新生町16-11

東光設備工業 0994-63-7721　　鹿屋市串良町岡崎2205番地

㈲ヒロデン 099-475-2237　　志布志市有明町野神2978-2

ヤマヒラ設備 0994-32-4417　　垂水市本城308-32

ふ ㈲福栄設備 0994-63-1006　　鹿屋市串良町有里4102-2

㈲富士電機 0994-43-7219　　鹿屋市永野田町736-1

大崎町指定給水装置工事業者名簿　（五十音順）た～ふ

大崎町内業者



事業者の名称 電　話　番　号　・　事　業　者　の　住　所　　

ふ ㈲札元電設 0994-43-3274　　鹿屋市札元２丁目3762-2

フクオカ総合設備 0986-37-3268　　宮崎県都城市菓子野町11666-2

富士設備工業㈱ 099-218-3105　　鹿児島市伊敷６丁目7番１号

福元昭建設㈱ 0994-42-3886　　鹿屋市川西町4443-1

へ 平成エネルギー工業㈱ 0994-63-4177　　鹿屋市串良町有里4140番地

ほ 外西建業 0994-63-5635　　東串良町川東1543

㈲外園設備 099-261-1325　　鹿児島市坂ノ上７丁目36-1

㈲堀切建設 099-483-1646　　曽於市大隅町坂元481番地2

ま ㈱丸正建設機動 099-476-3367　　大崎町神領2553-22

㈲マキ水道設備 0994-65-7777　　肝付町新富6699-1

前田電機商会 0994-63-2260　　鹿屋市串良町岡崎3416

松元設備 0994-43-6294　　鹿屋市王子町3925

み 宮崎水道 099-472-1081　　志布志市志布志町志布志672-3

水口水道工事店 0994-63-4744　　東串良町池之原2152-25

㈱南九州設備 0994-44-3248　　鹿屋市東原町3360-25

宮下設備 099-229-1353　　鹿児島市下伊敷一丁目50-7コーポ式201

南九州液化ガス㈱
志布志支店

099-472-0388　　東串良町池之原1200

む ㈲村田組 099-476-0158　　大崎町仮宿2845-5

も ㈲森園水道設備 0986-72-2263　　曽於市財部町南俣492-2

㈲諸木造園土木 099-476-0290　　大崎町横瀬357番地

や ㈲山中水道建設 099-474-1440　　志布志市有明町伊崎田8900-5

安田設備 0994-58-5224　　鹿屋市吾平町麓3411-2

や 山下建設㈱ 099-476-0112　　大崎町仮宿1741

大崎町指定給水装置工事業者名簿　（五十音順）ふ～や

大崎町内業者



事業者の名称 電　話　番　号　・　事　業　者　の　住　所　　

や 山下設備 099-472-2731　　志布志市志布志町帖3951-22

ゆ ㈲有徳設備工業 099-475-1596　　志布志市有明町蓬原1619

㈲徳留工業 0994-22-0587　　錦江町神川3117

よ ヨシカワ設備 0994-82-2837　　曽於市大隅町月野2865

㈱吉留住設 0994-43-8811　　鹿屋市寿２丁目3370-2

㈱吉留組 0994-63-2454　　東串良町池之原1271

り ㈲領家建設 099-477-1352　　大崎町菱田618番地

大崎町指定給水装置工事業者名簿　（五十音順）や～り

大崎町内業者


