玉名市内水道事業指定給水装置工事事業者一覧表 令和元年７月現在
工事店名(市内)

代表者名

住所

電話番号

(有)ありあけ管工設備 今村 速男

玉名市上小田 604-2

0968-72-4017

(有)前田設備工業

渡邊 祐二

玉名市伊倉南方 1349

0968-73-3040

(有)アクア設備工業

岩本 武士

玉名市玉名 3584

0968-72-2618

(有)半沢工業

半沢 豪敏

玉名市山田 1212-1

0968-74-1105

(株)九州設備工業

牧野 一夫

玉名市山田 1223-1

0968-74-2800

(株)九電工

廣田 洋一

玉名市寺田 825-1

0968-73-5115

西口設備工業(株)

西口 知義

玉名市片諏訪 338

0968-72-3560

青木設備

青木 肇宏

玉名市立願寺 120

0968-72-3867

(有)テラダ工業

右ノ子 良治

玉名市寺田 1249-1

0968-73-3608

ハラダ設備工業

原田 嘉幸

玉名市高瀬 257

0968-74-0609

(有)永田設備

永田 健吾

玉名市河崎 680

0968-73-2732

金川設備

金川 請也

玉名市大浜町 431-2

0968-76-0007

(有)松野電気商会

松野 宏一

玉名市大浜町 841-2

0968-76-1234

ナガイ工業

永井 正和

玉名市伊倉北方 2193

0968-74-3676

池田電器

池田 誠治

玉名市両迫間 1307

0968-74-0284

ヒラヤマ設備工業

平山 政徳

玉名市山田 1754-1

0968-73-3749

(有)清田組

清田 薫

玉名市中尾 335

0968-72-6156

西野宮住設

西野宮 隼人

玉名市横田 219

0968-74-1950

大慎工業

大﨑 慎吾

玉名市築地 887-15

0968-51-2894

㈱玉設

大下 綱紀

玉名市岩崎 1050

0968-82-8333

西村水道

西村 浩一

玉名市岱明町高道 765-1

0968-57-0174

ＭＵＲＡＴＡ設備

村田 隆昌

玉名市岱明町浜田 2859-2

0968-57-5771

(株)久保組

久保 勝

玉名市岱明町野口 908-1

0968-57-1518

(有)タナカ工業

田中 博之

玉名市岱明町鍋 2530

0968-57-1329

(有)六嘉企業

北川 秀世

玉名市岱明町開田 269

0968-57-3651

(有)前田建設

前田 利江

玉名市岱明町扇崎 10

0968-57-0128

(株)土本建設

土本 倫生

玉名市岱明町下沖州 844

0968-57-0738

岱明設備工業

田畑 勝之

玉名市岱明町山下 1009

0968-57-1772

玉名営業所

玉名営業所

田上建設(有)

田上 直之

玉名市岱明町野口 2033

0968-57-0224

(有)栄興建設

前田 耕太

玉名市岱明町浜田 932-1

0968-57-1811

(株)中尾産業

中尾 博

玉名市岱明町鍋 72

0968-57-3356

西嶋燃料店

西嶋 栄士

玉名市岱明町鍋 264

0968-57-0226

大管設備工業

前田 直樹

玉名市岱明町鍋 71-7

0968-57-2371

(有)サイエイ工業

西 まと子

玉名市岱明町扇崎 860-1

0968-57-1062

(有)飛躍建設工業

嶋村 重朝

玉名市岱明町鍋 39-4

0968-57-3961

(有)泰進建設

杉村 泰彰

玉名市岱明町高道 575-1

0968-57-5400

(株)中尾工業

中尾 泰治

玉名市岱明町三崎 538

0968-57-3425

(有)林設備

林 三夫

玉名市岱明町野口 731-1

0968-57-2293

中原建設

中原 修司

玉名市岱明町三崎 684-1

0968-57-1779

ハウス・トップ

桝本 明裕

玉名市岱明町中土 943-2

0968-57-4223

(有)大東ビジネス

中山 東亜

玉名市横島町横島 4320-2

0968-71-3510

井口設備工業

井口 正一

玉名市横島町横島 2335

0968-84-2105

白水総合設備

白水 勝也

玉名市横島町横島 3795

0968-84-2021

林田水道

林田 修一

玉名市天水町小天 3920-1

0968-82-3987

(有)林建設

林 大作

玉名市天水町立花 1976-1

0968-82-3030

玉名市天水町部田見 1636

0968-82-3255

(有)コヤナギ設備工業 小柳 鉄治

玉名市外水道事業指定給水装置工事事業者一覧表 令和元年７月現在
工事店名(市外)

代表者名

住所

電話番号

信和建設(株)

中島 昶一

玉名郡長洲町大字宮野 775-3

0968-78-5540

(有)昭和設備工業

木下 綽

玉名郡長洲町長洲 2433-5

0968-78-1738

村上水道工事店

村上 浩二

玉名郡長洲町高浜 1123

0968-78-0879

ミヤノ設備

西尾 友晴

玉名郡長洲町腹赤 905 ｺｰﾎﾟﾌｼﾞ 206

0968-78-2074

田頭設備

田頭 税

玉名郡長洲町大字梅田 529

0968-78-4354

福徳設備

福田 敏史

玉名郡長洲町大字梅田 726-2

0968-78-0226

福田住宅設備

福田 豊士

玉名郡長洲町大字梅田 697

0968-78-1642

楠田鉄工所

楠田 英雄

玉名郡長洲町清源寺 1521-1

0968-78-1913

島村住設

嶋村 久義

玉名郡南関町豊永 2114-1

0968-53-3273

星子商会

星子 浩良

玉名郡和水町平野 916

0968-34-3609

(有)杉村電気設備工業

杉村 隆行

玉名郡和水町用木 1875

0968-86-4049

マエダ住設

前田 邦廣

玉名郡和水町用木 2147

0968-86-4491

(有)斉木工業

石原 浩善

玉名郡和水町江田 22-1

0968-86-3171

有明環境技研(株)

神田 利貞

玉名郡玉東町稲佐 154-4

0968-71-4288

中央設備工業(株)

棚橋 史雄

荒尾市一部 2157-4

0968-68-5447

山田設備

山田 康孝

荒尾市荒尾 2320-103

0968-64-3465

山﨑設備

山﨑 渉

荒尾市荒尾 1641-1

090-7474-8024

(有)古家燃料店

古家 浩一

荒尾市川登 1823-2

0968-68-2111

(有)荒尾ガラスセンター

林田 秀一

荒尾市西原町 2 丁目 10-25

0968-62-7992

(株)黒﨑商会

黒﨑 達也

荒尾市原万田 213-17

0968-62-2221

(有)カナガワ

金川 誠志

荒尾市増永 1148-1

0968-62-0969

中尾総合設備

中尾 佳輔

荒尾市増永 2755-3

0968-51-3826

(有)三和建設

河部 啓宣

荒尾市大正町 2 丁目 1-21

0968-62-0264

(株)総合設備ＥＬＦ

宗像 千治

荒尾市万田 1567

0968-62-6446

(有)池上設備

池上 勝洋

荒尾市菰屋 719-2

0968-68-0306

(有)Daiwa 荒尾営業所

橋本 ルミ子

荒尾市川登 1960-73

0968-68-0766

(有)広瀬商会

廣瀬 和洋

荒尾市牛水 201-2

0968-62-1981

宮本鉄工(株)

宮本 鈴子

荒尾市高浜 1825-5

0968-68-1339

(有)おおのデンキ

大野 義治

荒尾市野原 1241-2

0968-68-0303

丸富工業

椛山 光宏

荒尾市増永 2800-49

0968-57-8113

サカイ設備

堺 大樹

荒尾市東屋形４丁目 7-11

0968-63-1360

(株)コゥ・テック

溝脇 潤平

大牟田市長田町 11-1

0944-55-1040

（有）徳永工務店

徳永 一美

大牟田市岬 2892-10

0944-85-8725

コスモ産業(株)

平木 至

大牟田市船津町 1 丁目 10-10

0944-51-5450

処理設備 株式会社

河野 多宣

大牟田市手鎌 143-1

0944-51-2522

ツカゾノ住宅設備サービス

塚園 啓祐

大牟田市桜町 76-2

0944-56-7860

(株)サプライ飛永

飛永 信彦

大牟田大黒町 1 丁目 21

0944-52-7700

(資)とらや商会

田中 栄一

山鹿市鹿校通 1 丁目 3-29

0968-43-2212

坂梨設備工業

坂梨 政勝

山鹿市鍋田 2138-15

0968-43-3620

(有)池田設備

池田 孝一

山鹿市平山 1172

0968-43-5547

(有)有働設備

有働 建蔵

山鹿市新町 703-2

0968-43-4550

(有)泰明設備

高松 孝一

山鹿市石 1816

0968-44-2357

(有)八代設備

八代 安郎

山鹿市鹿本町下高橋 121-2

0968-46-4861

カワグチ設備

川口 博

熊本市北区植木町大和 5-1

096-272-4099

熊本利水工業(株)

前田 和幸

熊本市北区大窪 4 丁目 2-4

096-345-1231

(有)大泉工業

草野 大

熊本市北区武蔵ヶ丘 8 丁目 6-6

096-339-2655

(有)旭水道

嶋村 健

熊本市北区八景水谷 1 丁目 23-21

096-345-1389

(株)高宮城工業

高村 美喜子

熊本市北区弓削 12 番 1-102 号

096-348-7055

(株)永大設備産業

永田 壽雄

熊本市北区龍田 3 丁目 3-40

096-339-0056

(株)クオライフ

橋本 忠夫

熊本市北区龍田 9 丁目 8-12

096-339-5753

(有)松川設備

松川 秀俊

熊本市北区龍田陣内 3-37-31

096-339-2732

桑原産業(有)

桑原 真琴

熊本市北区麻生田 5 丁目 32-26

096-339-7596

岩本工業

岩本 学

熊本市北区改寄町 2511-1

096-228-8836

(有)武蔵設備工業

中村 友博

熊本市北区武蔵ヶ丘 1 丁目 2-7

096-338-7949

(株)水輝

岡 邦彦

熊本市北区四方寄町 492-3

096-359-2263

御手洗設備

御手洗 實

熊本市北区四方寄町 132-74

096-245-3778

(有)奥村商会

奥村 寿浩

熊本市北区高平 3-16-74

096-345-5080

(株)木村総合設備

木村 和夫

熊本市北区清水万石 1-8-39

096-344-9723

くまさんガス産業（株）

白瀬 貴美子

熊本市北区下硯川町 2205

096-325-6661

エムエステック（株）

森山 秋彦

熊本市北区下硯川 2 丁目 7-86

096-288-4127

(有)岡本住器設備

岡本 一成

熊本市北区北迫町 495

096-245-0748

九州設備管理(有)

江種

熊本市北区楠 5-3-27

096-338-0068

㈲佐藤管工技研

佐藤 末秋

熊本市北区楡木三丁目 1 番 121-5 号

096-277-8881

（株）アンシー

石井 俊隆

熊本市北区植木町清水 2722-2

096-342-5990

星和工業(株)

吉留 清文

熊本市中央区帯山 9-5-20-204

096-283-9150

日栄工業(株)

本田 栄夫

熊本市中央区神水本町 24-15

096-382-1313

(株)ＨＡＣＣＹＯＵ

田中 和徳

熊本市中央区神水 1 丁目 14-68

096-381-1254

(株)岡本設備

岡本 勝美

熊本市中央区出水７丁目 8-8

096-297-8766

(株)みつとめ設備

満留 勝己

熊本市中央区出水 6 丁目 43-53

096-371-2781

(有)アーク設備

大塚 幸一郎

熊本市中央区国府 4 丁目 10-42

096-201-8877

広誠設備工業(株)

日隈 秀勝

熊本市中央区大江 1 丁目 29-53

096-372-6511

(有）双木工業

林 信行

熊本市中央区大江 3-7-7-3

096-372-7641

(株)本山設備

本山 桂子

熊本市中央区水前寺 6 丁目 7-25

096-384-3511

工藤設備工業(株)

工藤 光明

熊本市中央区出水 8-35-30

096-375-1555

飯塚電機工業(株)

松尾 修一

熊本市中央区十禅寺 1 丁目 4-12

096-326-2345

津田設備

津田 征治

熊本市中央区出水４丁目 34-1

096-361-0768

(株)ＳＹＳＫＥＮ

福元 秀典

熊本市中央区萩原町 14-45

096-285-5553

出田電業設備(株)

出田 春久

熊本市中央区河原町 25

096-354-3955

共栄設備工業(株)

上田 精一郎

熊本市中央区迎町 2 丁目 4-4

096-362-5151

(有)熊本環水

池田 知博

熊本市中央区島崎１丁目 3-30

096-322-6616

(株)興徳企業

中尾 秀徳

熊本市西区河内町船津 2015

096-276-1100

(有)潮崎興業

潮崎 正高

熊本市西区河内町船津 1052

096-276-0234

昭榮設備(株)

宮本 武晴

熊本市西区上高橋 1 丁目 3-17

096-354-0700

(有)法栄工業

梅田 政勝

熊本市西区沖新町 4704-2

096-329-0753

圭

(有)ウォーターワークス

西本 晃

熊本市東区湖東 3 丁目 5-3 2Ｆ

096-285-3207

うしじま設備

牛嶋 健太郎

熊本市東区東野 1 丁目 3-8

090-6658-6138

東邦設備(株)

大隈 和浩

熊本市東区秋津 3 丁目 14-16

096-368-4195

(株)旭振興

坂田 誠治

熊本市東区小山町 4-6-1

096-389-8080

幸輝住設(株)

三浦 寿之

熊本市東区錦ケ丘 21-14

096-360-1088

(株)アワックス

前田 文明

熊本市東区御領 1 丁目 1-29-8

096-383-5511

旭設備工業(株)

永田 哲廣

熊本市東区戸島 1 丁目 1-53

096-388-0227

(有）井上総合設備

井上 潔

熊本市東区戸島 7 丁目 26-5

096-389-5077

東栄設備工業(株)

向坂 洋一

熊本市東区戸島町 920-12

096-389-5550

源設備

満田 重造

熊本市東区戸島町 451-4

096-388-4005

(株)熊電施設

田中 節雄

熊本市東区小峰 2 丁目 6-64

096-369-1840

(株)ダイイチライフ

吉野 伸一郎

熊本市東区保田窪 4 丁目 14-97

096-381-3700

河野住設

河野 一義

熊本市東区保田窪 5 丁目 9-46-2

096-387-2125

(有)管工技研

木村 誠也

熊本市東区健軍 2-22-5

096-365-3898

(有)中村実業

中村 達

熊本市東区山ノ内 4 丁目 1-24

096-214-2947

(有)ヒカリ設備工業

園田 良一

熊本市東区画図東 1 丁目 7-35

096-379-0965

(株)栄宏設備工業

児安 建典

熊本市東区画図町重富 660-1

096-379-3434

(株)九州環境保全

佐伯 義輝

熊本市東区小山町 1647-1

096-388-0070

(有)いずみ設備

泉 猛

熊本市東区下南部 2 丁目 11-20

096-388-0833

渡辺設備

渡辺 正八

熊本市東区長嶺南 1 丁目 4-19

096-382-8731

協成設備工業(株)

高村 洋行

熊本市東区御領 6 丁目 4-52

096-389-5811

(株)みかげ設備

舩越 英基

熊本市東区戸島西 7 丁目 2-33

096-360-3253

第一マルヰガス(株)

吉野 誠

熊本市東区戸島 7 丁目 11-8

096-380-0233

(株)タツミ工業

岩本 龍巳

熊本市東区尾ノ上１丁目 13-12

096-285-7811

(有)エノー工業

恵濃 和豊

熊本市東区東野 4-5-3

096-369-8528

(株)新星

山本 盛重

熊本市東区神園 2-1-1

096-380-1188

総合設備優巧(株)

濵邊 優

熊本市東区神園 2 丁目 1-45

096-380-6937

勝木屋設備

勝木屋 清

熊本市東区若葉 6 丁目 6-10

096-367-9428

(株)誠工社

岡本 曉宗

熊本市東区石原１丁目 1-48

096-389-2661

(株)アキライフネット

石坂 明信

熊本市東区鹿帰瀬町 592-1

096-380-3658

(有)いまい設備工業

今井 憲章

熊本市南区元三町 2 丁目 11-8

096-357-8261

(株)吉本商事

吉本 光康

熊本市南区刈草町 5-15

096-357-2323

和光エンジニアリング

外村 憲一

熊本市南区御幸笛田 3 丁目 1-38

096-378-0937

(有)飽田管工

吉岡 直年

熊本市南区護藤町 1546

096-358-1888

(有)塩澤設備

塩澤 誠

熊本市南区川尻 4-5-29

096-357-8466

(株)熊本総合設備

藤田 将吏

熊本市南区薄場 3-11-13

096-358-8811

(株)上田商会

上田 修司

熊本市南区平田 2 丁目 8-24

096-353-1155

（株）相富設備工業

西坂 勝也

熊本市南区富合町廻江 618-10

096-374-6150

(株)美喜設備熊本営業所 松ケ迫 健司

熊本市南区城南町千町 2028-1

096-427-9175

(株)熊本管工土木

内田 龍雄

合志市豊岡 2364-2-18

096-223-8522

宮本水道

宮本 一男

合志市豊岡 2509-1-2

096-248-1451

(有)堀川設備

上村 裕輝

合志市須屋 2972-111

096-242-4455

(有)大塚商事

大塚 一俊

合志市御代志 1740-1

096-242-0031

(有)小牧設備

小牧 巌

合志市御代志 2086-79

096-242-1858

(有)赤星設備

赤星 信好

菊池市隈府 404

0968-25-4483

(有)木野設備

木野 英明

菊池市大琳寺 293-10

0968-24-0610

(有)若山商店

若山 卓夫

菊池市泗水町豊水 3298-4

0968-38-2801

(有)平嶋設備工業

平嶋 俊郎

菊池市泗水町住吉 2760-4

0968-38-5438

(有)伊豫設備工業

伊豫 昭二

菊池市泗水町田島２７７６－１

0968-38-6208

(有)キムラ設備工業

木村 佳一

菊池市七城町台 148

0968-24-3002

(有)中村管工

中村 幸士

菊池郡菊陽町新山 1 丁目 9-1

096-232-1571

(株)後藤設備

後藤 一喜

菊池郡菊陽町原水 3242

096-232-9533

(有)菅設備工業

菅 幸次

菊池郡菊陽町光の森 2 丁目 27-5

096-337-5825

(有)松坂設備

松坂 成治

菊池郡大津町大津 1207-17

096-293-2403

(有)吉永設備

吉永 浩

菊池郡大津町陣内 1337

096-293-3265

川口設備

川口 真二

菊池郡大津町大字錦野 711

096-293-0498

(有)岩崎設備

岩崎 重三

上益城郡益城町広崎 371-7

096-286-8603

ＮＥＯ ＳＴＹＬＥ

増田 大介

上益城郡益城町木山 473-1

096-286-8880

(有)西山設備工業

西山 和典

上益城郡益城町下陳 1360

096-286-6172

(株)晃設工業

早川 斉嘉

上益城郡御船町高木 1879-1

096-281-4002

森工業

森 茂

上益城郡御船町木倉 1023-19

096-282-2692

（有）上口設備工業

上口 孝男

上益城郡御船町陣 2013-1

096-282-7146

岩下設備株式会社

岩下 祐輝

上益城郡甲佐町豊内 1025

096-284-1283

(株)長友設備

長友 宏太

上益城郡甲佐町下横田 435-32

096-297-8447

中川技術サービス

中川 孝行

宇土市三拾町 275-31

0964-27-5471

㈱総合設備アースホーム 丸目 智裕

宇城市不知火町長崎 931

0964-53-9463

(有)宮崎電設

宮崎 節雄

八代市鏡町鏡 1159-35

0965-52-7228

早田設備

早田 芳男

下益城郡美里町永富 1764-1

0964-47-0753

日新設備㈱

武田 雄一

天草市志柿町 4187-1

0969-22-3202

(有)川口技設

川口 輝男

福岡県福岡市東区松崎 2 丁目 2-2

092-641-7409

熊本水道メンテナンス

山見 拓也

福岡県春日市下白水北 2 丁目 8

092-558-9773

(株)イースマイル

島村 禮孝

大阪府大阪市中央区瓦屋町 3-7-3

06-7739-2525

(株)アクアライン

大垣内 剛

広島市中区上八丁堀 8-8

082-502-6644

(株)Ｎ-Ｖｉｓｉｏｎ

中村 信幸

広島市中区鶴見町 8-57

082-275-5227

