国東市指定給水装置工事事業者一覧表
地域名

商号又は名称
杵築設備工業

代表者氏名
宗田 貞一

国東市外の事業者

（令和3年2月12日現在）

所在地

電話番号

杵築市大字杵築１４８８番地２

０９７８−６３−２３５６

株式会社 木元電設

木元 朝子

杵築市大字猪尾６４番地５

０９７８−６２−４７２６

佐々木設備

佐々木 文利

杵築市大字大内３７８５番地１７

０９７８−６２−３２４１

山本設備

山本 満昭

杵築市大字杵築２５５番地６

０９７８−６２−２２６０

株式会社 豊田住設

豊田 末敏

豊後高田市草地８３８８番地４

０９７８−２４−２４２１

中ノ島鉄工株式会社

大鍛治 昭一

豊後高田市御玉８番地２

０９７８−２４−０２２２

株式会社 中村建材店

中村 慎一郎

豊後高田市高田２１４５番地１

０９７８−２２−２３０７

株式会社 南設備工業

南浴 康成

豊後高田市見目７４７番地１

０９７８−５４−３３７３

有限会社 米光設備

米光 勝則

豊後高田市臼野３３５６番地３

０９７８−５３−５７６５

株式会社 山村電設工業

山村 清隆

豊後大野市三重町内田３２０５番地１

０９７４−２２−０２１４

大神電気

谷口 信茂

速見郡日出町大神３１４３番地

０９７７−７２−０２１３

速見郡日出町豊岡６１００番地１２９

０９７７−７２−０３５６

有限会社 新栄設備

長野 信太郎

有限会社 サトウ設備

佐藤 幸一

宇佐市大字上拝田４４０番地

０９７８−３２−０８４０

有限会社 嶌田設備

嶌田 久生

宇佐市大字長洲３１９４番地１

０９７８−３８−００３０

大翔工業株式会社

瀬口 裕樹

宇佐市大字上乙女２６１番地１

０９７８−２５−４４０２

有限会社 はちまん設備

松崎 賢介

宇佐市大字南宇佐１２６７番地１

０９７８−３７−０１３９

株式会社 岩渕工務店

岩渕 英司

中津市大字田尻崎８番地３

０９７９−３２−５５０５

総合整備業 Ａ・Ｓ企画

藤井 順二

中津市大字高瀬１０１６番地４

０９７９−２３−７２７１

植山 守

中津市大字福島２１４９番地１

０９７９−３２−７１０３

有限会社 平原工業

平原 隆三

中津市大字伊藤田2900番地

０９７９−３２−６１７３

池辺設備工業株式会社

池邊 昭七

別府市南町２番２１号

０９７７−２３−３１６１

株式会社 エー・イー・デー

二宮 孝詞

別府市野口中町１７番４号

０９７７−２５−８８６６

伊崎 富士男

別府市亀川東町17番20号

０９７７−６７−７８７１

別府市大字南立石字尾ノ上１２０７番地１

０９７７−２２−５５０２

ひびき株式会社

市外
亀川設備工業株式会社
株式会社 サンプラス

古家 透

有限会社 西武設備

池見 光正

別府市青山町８番地２１

０９７７−２６−０５５０

株式会社 創建

井上 由弘

別府市浜町１４番地２

０９７７−２５−８９９４

株式会社 DAI‑TWO

栗林 大介

別府市大字鶴見２９９８番地７

０９７７−７６−５８１３

河野 章

別府市大字南立石５３５番地１

０９７７−２３−３３４４

株式会社 ツー・バイ・ツー
有限会社 ミツワ工業

村山 英三

別府市北石垣１４４番地１

０９７７−６７−２４８６

株式会社 山本電業社

山本 康太

別府市末広町７番１７号

０９７７−２２−３１４６

有限会社 吉武電設

吉武 高吉

別府市上野口３０番地６

０９７７−２５−２２８８

大分市大字関園１１７番地８

０９７−５２７−４４６７

有限会社 イヅツ建商

井筒 冨士夫

岩本総合設備

岩本 松久

大分市乙津町３番１１号

０９７−５２１−３６１４

江尻設備

江尻 純二

大分市明野西２丁目１６番５号

０９７−５５６−４３０２

江藤設備株式会社

織戸 和彦

大分市西新地１丁目８番３０号

０９７−５５８−１２０６

株式会社 エンジニアリング九設

田島 政博

大分市大字津守５００番１０

０９７−５５４−２００４

協業組合 大分管工事センター

國實 重勝

大分市大州浜１丁目３番５号

０９７−５５８−６９７６

株式会社 大分ワコー

和田 孝文

大分市大字羽屋２３３番地８

０９７−５４３−３０１１

有限会社 岡村環境開発

岡村 申弥

大分市坂ノ市中央３丁目３番５号

０９７−５９２−１９２４

鬼塚産業株式会社

岩津 順明

大分市大字津留字六本松１９８１番地６

０９７−５６９−３２７５

オルタスクリエイト

稙田 秀隆

大分市小佐井１丁目９番４号

０９７−５９２−７１７８

株式会社 ガス設備

亀岡 茂喜

大分市大字鶴崎２１５４番地１

０９７−５２７−３１７５

※市町村別の名称５０音順

国東市指定給水装置工事事業者一覧表
地域名

商号又は名称
加藤工業株式会社

所在地

電話番号
０９７−５２１−１３２１

志土地 徳人

大分市大字木上８９５番地

０９７−５４１−０２５４

株式会社 九設

田島 貴博

大分市大字津守５００番地

０９７−５６９−３５２６

協栄工業株式会社

佐藤 総一

大分市大字下郡字千鳥３２２５番地２３

０９７−５６９−５８００

協和工業株式会社

金子

大分市大州浜１丁目４番３４号

０９７−５５８−４７４７

株式会社 ＫＯＵＥＩ工業

秦

大分市高松２丁目６番１０号

０９７−５５３−５５３２

株式会社 三信工業

桑原 和博

大分市新貝１２番１号

０９７−５０３−０３４４

大分市新春日町２丁目３番３１号

０９７−５４３−０５０３

有限会社 シマヤ水道工業

加藤 弘孝

（令和3年2月12日現在）

大分市大字三佐２４３１番地２

木ノ上電気店

市外

代表者氏名

国東市外の事業者

諭
健一

阿部 善一郎

株式会社 城南設備工業

岩田 辰三

大分市大字津守２３０番地５

０９７−５６８−７３４４

鈴木設備

鈴木 哲弘

大分市けやき台２丁目２３番地５

０９７−５９７−３３３６

有限会社 設備舎

阿部 数敏

大分市大字関園５３４番地１

０９７−５２３−３１７７

有限会社 たきお水道

鶴田

大分市大字津守１２３５番地１

０９７−５６９−１８８７

タカラ設備

秋吉 誉良

大分市上宗方５２４番地３

０９７−５４２−４０７２

株式会社 但馬設備工業

早川 泰生

大分市大字原新町９番９号

０９７−５７４−８１５５

敬

西産工業株式会社

西 高治

大分市西大道２丁目２番２７号

０９７−５４３−０８０８

株式会社 ニッセツ

高橋 秀信

大分市大字寒田１０２６番地１５

０９７−５０３−８５６６

株式会社 マイカン

安倍

大分市大州浜1丁目９番４号

０９７−５５１−４０００

株式会社 米山設備工業

米山 隆次

大分市大字光吉２１０９番地１

０９７−５６８−２８２９

有限会社 ワークスサカイ

酒井 伸仁

大分市大字光吉９６１番地１

０９７−５７３−６９９１

工藤設備工業

工藤 元弘

由布市挟間町谷２２５８番地

０９７−５８６−３３９０

株式会社 アクアライン

大垣内 剛

広島県広島市中区上八丁堀8番8号第1ウエノヤビル6F

０８２−５０２−６６４４

株式会社 イースマイル

島村 禮孝

大阪市中央区瓦屋町３丁目７番３号イースマイルビル

０６−６６３１−７４４９

株式会社 N‑Vision

中村 信幸

広島県広島市中区鶴見町８番５７号

０８２−２７５−５２２７

株式会社 クラシアン

鈴木 一也

神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目２番１

０４５−４７３−８１８１

東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号

０３−５４３１−７７５０

三菱電機システムサービス株式会社

※市町村別の名称５０音順

直

佐久目 誠記

