
八代市指定給水装置工事事業者一覧表

指定工事店 店舗所在地 ＴＥＬ

八代市管工事業協同組合 八代市高小原町1946 0965－33－2524

第一設備工業㈱ 八代市大手町2丁目4－25 0965－35－1125

㈱向洋設備工業 八代市古閑上町169－1 0965－35－1207

㈲中道環境開発 八代市八幡町4－15 0965－34－2125

志賀設備工業㈱ 八代市西松江城町6－14 0965－32－3443

九州園田設備㈲ 八代市宮地町2009－1 0965－35－5262

㈱金剛設備工業 八代市松江町473－5 0965－33－5445

㈱野田設備 八代市松崎町477－3 0965－33－1041

藤本水道㈱ 八代市古閑中町700－2 0965－33－4220

㈱ユニセツ 八代市麦島東町11－9 0965－35－1315

(資)平野電気設備工業所 八代市日奈久浜町78－7 0965－38－0273

宮田電気工業㈱ 八代市本町3丁目1－18 0965－33－5057

㈲三幸設備工業 八代市古閑中町3034 0965－34－8188

東設備工業㈱ 八代市豊原下町4102－2 0965－33－2497

㈲光泉企画工業 八代市古城町2098 0965－34－8774

スキタ鉄工㈱ 八代市海士江町2584 0965－33－4646

川村工業㈱ 八代市植柳元町6405 0965－32－5654

㈲西本設備 八代市上野町3816 0965－33－1110

㈱九電工 八代市沖町3997－1 0965－32－7181

㈱中尾設備 八代市若草町13－1 0965－32－5896

㈲吉田設備 八代市築添町1719－12 0965－35－1371

五德創建㈱ 八代市麦島東町10－16 0965－35－3366

㈱沖田 八代郡氷川町島地1631－1 0965－52－0246

市村設備 八代市長田町2858 0965－33－9835

大栄設備工業㈲ 八代市植柳新町2丁目11－16 0965－33－3706

㈲森口設備工業 八代郡氷川町宮原728－4 0965－62－4013

㈲黒田建設 八代市東陽町南1072-6 0965－65－3308

㈲鍬先設備 八代市千丁町新牟田1270 0965－46－1240

㈲田上住設 八代市植柳元町5491－1 0965－34－0416

㈲四宮商会 八代郡氷川町宮原677－4 0965－62－2490

㈲佐枝設備工業 八代市鏡町両出1504－4 0965－52－1018

㈲いまい設備工業 熊本市南区元三町2丁目11－8 096－357－8261

㈱みつとめ設備 熊本市中央区出水6丁目46－53 096－371－2781

㈲清原商会 熊本市南区川尻4丁目2－13 096－357－1133

㈱アワックス 熊本市東区御嶺1丁目1番29－8 096－383－5511

㈱豊島 八代市本町3丁目3－90－2 0965－32－4166

本村設備 八代市日奈久新田町3625 0965－38－1876

1/6



八代市指定給水装置工事事業者一覧表

指定工事店 店舗所在地 ＴＥＬ

㈲井上総合設備 熊本市東区戸島町7丁目26－5 096－389－5077

角坂設備㈱ 八代市迎町1丁目2－16 0965－33－2038

㈱中村建設所 宇城市松橋町豊福583 0964－33－3211

㈲宇土設備 宇土市三拾町294 0964－22－2039

岩本工業 熊本市中央区新町3丁目7－34 096－355－5408

㈱吉本商事 熊本市南区刈草1丁目5－15 096－357－2323

㈲曲野設備工業 八代市大村町284 0965－34－4417

山口設備 八代市坂本町小川内1478 0965－45－8039

㈱水輝 熊本市北区四方寄492－3 096－359－2263

㈲いずみ設備 熊本市東区下南部2丁目11－20 096－388－0833

㈲大泉工業 熊本市北区武蔵ケ丘8丁目6－6 096－339－2655

高平設備 八代市大福寺町132－4 0965－34－4876

㈲キョーセツ 八代市鏡町内田1542 0965－52－1405

㈱栄宏設備工業 熊本市南区御幸笛田2丁目20－5 096－274－3434

㈲三枝工務店 八代市鼠蔵町163－3 0965－32－7033

広誠設備工業㈱ 熊本市中央区大江1丁目29－53 096－372－6511

㈲宮崎電設 八代市鏡町鏡1159－35 0965－52－7228

星和工業㈱ 熊本市東区長嶺南3丁目4－63 096－383－5290

第一マルヰガス㈱ 熊本市東区戸島7丁目11－8 096－380－0233

㈲吉田建設二級建築士事務所 八代市泉町下岳1905 0965－67－3444

大栄建設㈲ 八代市本野町2039 0965－34－9277

桑原産業㈲ 熊本市北区麻生田5丁目32-26 096－339－7596

㈲荒木電工社 上益城郡御船町高木1971－43 096－282－1935

映工業 八代市長田町2775 0965－34－1391

㈲堺商店 八代市川田町東3 0965－39－0215

㈱八丁設備 熊本市中央区神水1丁目14－68 096－381－1254

㈱本山設備 熊本市中央区水前寺6丁目7－25 096－384－3511

㈲タキガワ 八代市毘舎丸町6－19 0965－32－3866

㈱ユーテックス 八代市西宮町1524－1 0965－32－5960

㈲和田商会 球磨郡球磨村神瀬甲458 0966－34－0004

㈲法栄工業 熊本市西区沖新町4704－2 096－329－0753

㈱協働社 熊本市東区御領5丁目9－75 096－389－2720

小早川設備工業 八代市鏡町鏡村1155 0965－52－1059

㈱天商 八代市長田町2821－4 0965－35－4155

㈲アサヒ設備 八代市出町3－12 0965－34－8611

㈲新栄設備 上益城郡益城町赤井1036 096－286－5879

村上設備商会 八代市鏡町下有佐428－10 0965－52－0622
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㈲ヒカリ設備工業 熊本市東区画図町大字上無田582－2 096－379－0965

㈲キュートー 八代市麦島西町10‐20 0965‐53‐1153

㈲飽田管工 熊本市南区護藤町1546 096‐358‐1888

㈱髙宮城工業 熊本市北区龍田町弓削339-3 096‐348‐7055

日産設備工業㈱ 熊本市中央区水前寺公園28－39 096‐384‐3131

TOTO九州販売㈱ 八代市大村町1092‐1 0965‐39‐5880

クラシアン熊本営業所 熊本市南区馬渡1-1-27モイセス熊南1F 0120‐500‐500

㈲松崎商会 宇城市小川町東小川283-3 0964‐43‐2665

K・サービス 八代市長田町2765-5 0965‐34‐3976

㈱後藤設備 菊池郡菊陽町大字原水3242 096‐232‐9533

㈲ウォーターワークス 熊本市西区上高橋2丁目22-25 096－329－4368

水永井戸設備 八代市水島町2753-1 0965－33－1405

㈱みかげ設備 熊本市東区戸島西７丁目2－33 0965－31－5021

㈱大環 八代市袋町1-45いずみビル2F 0965－35－2858

内村設備工業 八代市平山新町5806-3 0965－35－6059

協成設備工業㈱ 熊本市東区長嶺南8丁目4－9 096－389－5811

㈲岩崎設備 上益城郡益城町広崎371-7 096－286－8603

㈱新星 熊本市東区神園2丁目1－1 096－380－1188

㈲松本建設 八代市泉町柿迫4653 0965－67－2125

本宮電気商会 八代市東陽町南978-6 0965－65－2655

谷口設備 八代市坂本町百済来下873 0965－45－8593

㈱五洋工業 熊本市東区尾ノ上2丁目11-18 096－384－0900

冨岡工務店 八代市泉町栗木6619 0965－67－2157

㈱宮﨑工務店 八代市泉町柿迫3849 0965－67－2336

㈲丸光工業 八代市泉町下岳3125 0965－67－3129

満尾工業㈱ 八代市坂本町坂本4228-22 0965－45－2666

㈱興徳企業八代支店 八代市東陽町河俣3341 0965－65－3379

前田設備工業 八代郡氷川町鹿野504-2 0965－52－0531

㈱タガミ 八代市植柳元町5917-1 0965－32－0210

竜北設備 八代郡氷川町島地1280 0965－52－2024

㈲塩澤設備 熊本市南区川尻4丁目5-29 096－357－8466

㈲ハウテックタガミ 八代市大福寺町760-1 0965－39－8601

㈲熊本環水 熊本市西区島崎2丁目28-4 096－322－6616

落合設備 八代市大福寺町602-1 090-2393-5782

チッソ環境エンジニアリング㈱八代営業所 八代市大村町1295-6 0965－31－5711

㈱旭振興 熊本市小山4丁目5－33 096－389－8080

㈲尾崎電設 八代市郡築3番町12－12 0965－33－5343
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小川電気設備㈲ 宇城市小川町新田出472 0964－43－3251

㈱ミユキウォーターテック 熊本市南区御幸西1丁目142-1 096－370－5503

㈱みのる設備 八代市揚町149 0965－39－5211

㈲アーク設備 熊本市中央区出水6丁目17-57 096－379－7540

㈲出水合同電設 鹿児島県出水市中央町1319 0996－62－0676

㈱宮川建設 八代市坂本町葉木3991 0965－45－2051

九州テクノ㈱ 長崎県諫早市津久葉町6-10 0957-25-3080

㈲村川建設 八代市泉町椎原59 0965－67－5337

(資）柴田商会 八代市鏡町下有佐411 0965－52－1105

日新工業 八代市高下東町559-1 0965－35－5265

早田設備 下益城郡美里町永富1764-1 0964－47－0753

㈲五代産業 芦北郡津奈木町大字千代342‐1 0966－78－5033

㈲上口設備工業 上益城郡御船町陣2013‐1 096－282－7146

立尾電設㈱ 水俣市古城1丁目8-15 0966－63－4336

㈱熊本総合設備 熊本市南区薄場3丁目11-13 096－358－8811

㈲山一工務店 人吉市下薩摩瀬町648‐4 0966－22－1234

津田設備 熊本市中央区出水4丁目34-1 096－361－0768

西日本システム建設(株) 熊本市西区池田2丁目6-55 096－319－2044

オカムラ設備 福岡県大野城市若草2丁目23-6 092－595－8141

(有)中村実業 熊本市東区山ノ内4丁目1-24 096－214－2947

(株)永大設備産業 熊本市北区龍田3丁目3-40 096－339－0056

(株)イースマイル 大阪府大阪市浪速区敷津東3-7-10 06－6631－7449

幸ガラス 芦北郡芦北町花岡1155 0966－82－5552

(有)寿電業 球磨郡相良村柳瀬985‐157 0966－24－7030

(株)大功設備工業 菊池郡菊陽町津久礼2386-3 096-285-1322

(有)河島管工施設 宇城市小川町川尻381‐2 0964－43－3740

(有)都市環境開発 八代市千反町一丁目9‐20 0965－35－7585

(有）上田電気商会 八代市大村町974-1 0965－32－5261

(有)双木工業 熊本市中央区大江3丁目７－３ 096－372-7641

(有）上田電気工業 宇土市岩古曽町１４０９－３ 0964－22－2221

(有)管通住設工業 熊本市東区長嶺南7丁目１５－３７ 096－380-6337

(株)本田商事 八代市若草町１０－５ 0965－35－7135

下津電気工事商会 球磨郡球磨村渡１６１１－２ 0966－33－0108

岡本設備 熊本市中央区出水7丁目８－８ 096－297-8766

㈱岩奥産業 八代市泉町柿迫８１５５ 0965-67-2016

河野住設 熊本市東区保田窪5丁目9-46-2 096-387-2125
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東邦設備㈱ 熊本市東区秋津3丁目14-16 096-368-4195

長友設備 上益城郡甲佐町下横田435-32 096-297-8447

マエダ住設 玉名郡和水町用木2147 0968-86-4491

ｶﾜｸﾞﾁ設備 熊本市北区植木町大和5-1 096-272-4099

㈲管工技研 熊本市東区健軍2丁目２２－５ 096-365-3898

宮川設備工業有限会社 熊本市西区城山半田2丁目11-35 096-329-2402

㈲高野電設 宇城市松橋町大野427番地 0964-32-2758

㈱上田商会 熊本市南区平田2丁目8-24 096-353-1155

野口設備工業 宇土市網引町1185 0964-25-0370

西野宮住設 玉名市横田219 0968-74-1950

有限会社西村管工 上益城郡益城町大字平田580-1 096-286-2741

坂口設備 葦北郡芦北町大字湯浦 0966-86-1232

有限会社吉永設備 菊池郡大津町陣内1337 096-293-3265

平成設備 熊本市東区戸島町459-1 096-388-6933

中村設備工業 八代市鏡町貝洲1305-6 0965-53-8782

リボンガス株式会社 熊本市西区小島5-16-26 096-329-1511

㈲川島工建 鹿児島県出水市向江町21-27 0996-63-6685

中川技術サービス 宇土市三拾町275-31 0964-27-5471

湯野住宅㈱ 八代市田中北町1-4 0965－35－1233

熊本水道サービス 鹿児島県鹿屋市旭原町2406-7 0994-41-8839

緒方設備工業 宇土市古保里町749-65 0964-23-1507

三菱電機システムサービス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 03-5431-7750

(株)東築建設 菊池郡菊陽町津久礼792-21 096-340-2303

九州設備管理(有) 熊本市北区楠5-3-27 096-338-0068

有限会社佐藤管工技研 熊本市北区楡木三丁目1-125-5 096-277-8881

株式会社総合設備アースホーム 宇城市不知火町長崎931 0964-53-9462

フタバ工業 熊本市東区新南部3丁目3-23 096-202-1645

磯崎建築 八代郡氷川町鹿野666-4 0965-52-6821

株式会社アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8-8 082-502-6644

株式会社AT総合設備 熊本県葦北郡芦北町大字湯浦112-16 0966-82-4310

株式会社エイム 八代市新浜町1-1-21 0965-35-9399

株式会社美喜設備 鹿児島県鹿児島市石谷町1845-4 099-213-9972

総合設備優巧株式会社 熊本市東区神園2丁目1-45 096-380-6937

株式会社Ｎ．Ｉ．Ｃ 広島市中区舟入幸町21-231Ｆ 082-275-5227

株式会社岡本設備 熊本市中央区出水7丁目8-8 096-297-8766

株式会社ヴィジョン 熊本市東区長嶺東3丁目4-34 096-380-1739

株式会社氷川総合設備 八代郡氷川町鹿野1236-4 0965-51-4432
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株式会社相富設備工業 熊本市南区富合町廻江618-10 096-374-6150

株式会社カズシステム 熊本市東区戸島西１丁目4-11 096-367-0251

幸輝住設株式会社 熊本市東区錦ヶ丘21番14号 096-360-1088

Ｈ29.11.1現在
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