あさぎり町｢給水装置工事指定工事事業者｣一覧表
令和元年11月1日現在

地域

工 事 店 名

あさぎり町内（免田）

（上）

（岡原）

（深田）

（須恵）
人吉市

（地域毎指定番号順）

住

所

電 話 番 号

高田電気水道工事商会

あさぎり町免田東338番地1

0966-45-0822

三津山電気工事店

あさぎり町免田東2812番地2

0966-45-3911

前田電気設備

あさぎり町免田東2768番地67

090-1971-3425

田中電器店

あさぎり町免田東1496番地17

0966-45-0135

今井建設

あさぎり町免田西3004番地10

0966-45-4590

ＭＯＲＩＳＡＫＩ設備

あさぎり町免田東2820番地101

0966-45-1403

(有)皆越電気工業

あさぎり町上北2356番地42

0966-45-1493

尾方建築

あさぎり町上北1100番地1

0966-45-2569

(株)球磨設備

あさぎり町上北1237番地2

0966-45-2885

白﨑商店

あさぎり町上北490番地

0966-45-0966

豊永工務店

あさぎり町上南2509番地

0966-47-0306

(有)橋本建設

あさぎり町上北1369番地2

0966-45-4778

(株)橋本設備

あさぎり町上北1547番地1

0966-45-0678

松岡建設

あさぎり町上東1105番地

0966-47-0419

蓑田環境開発(有)

あさぎり町上南1237番地4

0966-47-0257

(有)蓑田電設工業

あさぎり町上北467番地

0966-45-3094

モリタ電気設備

あさぎり町上東1815番地13

0966-47-0510

上渕建設(有)

あさぎり町上西83番地

0966-45-0356

坂本電気商会

あさぎり町岡原北247番地

0966-45-0550

高尾建設

あさぎり町岡原南2879番地5

0966-45-0328

松本電気設備

あさぎり町岡原北920番地

0966-45-3565

栄建設(株)

あさぎり町深田東801番地8

0966-45-0176

(有)竹田工務店

あさぎり町深田南394番地

0966-45-4094

(有)橋爪建設

あさぎり町深田西2755番地

0966-45-2467

(有)恒松組

あさぎり町須恵3220番地

0966-45-4384

(株)九電工人吉営業所

人吉市下城本町字桜木1448番地2

0966-22-4377

アクアシステム

人吉市赤池原町419番地

0966-24-9382

(有)ウエダ建設

人吉市合の原町549番地2

0966-22-6538

(有)緒方水道設備

人吉市鶴田町6番地6

0966-23-2230

共生電設(株)

人吉市城本町555番地

0966-23-2370

光進建設(株)人吉支店

人吉市下原田町字若宮1100番地

0966-22-5347

相良電設(株)

人吉市宝来町1279番地3

0966-24-2816

城南管工設備工業(有)

人吉市矢黒町1999番地2

0966-24-0198

(有)太陽

人吉市下林町293番地1

0966-23-2281

(株)大和冷機

人吉市下城本町1628番地1

0966-24-6123
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地域
人吉市

錦町

多良木町

（地域毎指定番号順）

工 事 店 名
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電 話 番 号

(株)徳丸

人吉市願成寺町423番地

0966-22-2204

(株)ナカオ工業

人吉市蟹作町300番地

0966-22-4354

(有)日栄建設

人吉市東間上町2758番地1

0966-24-2415

(有)日栄設備

人吉市下薩摩瀬町553番地1

0966-24-5192

日建電設(株)人吉支店

人吉市上薩摩瀬町1407番地4

0966-22-4613

人吉電気工事(株)

人吉市下城本町1428番地5

0966-24-2650

(有)平川ボ－リング工業

人吉市東間上町3546番地2

0966-23-5023

(有)宮﨑水道設備

人吉市願成寺町1411番地10

0966-23-2578

山一工務店（株）

人吉市下薩摩瀬町648番地4

0966-22-1234

(資)山本工務所

人吉市西間下町2383番地

0966-22-2640

(株)尾前電気設備

人吉市矢黒町字下矢黒2067番地1

0966-24-2443

原口電気設備

人吉市上田代町196番地2

0966-26-6188

(有)新堀建設

人吉市中神町字大柿71番地

0966-24-6258

水道屋にしざき

人吉市下原田町字荒毛1155番地1

0966-24-0275

(株)ウエハラ

人吉市七日町31番地

0966-22-3627

義廣設備

人吉市中神町字馬場573番地

0966-23-2206

(有)中尾水道

人吉市東間下町2番地3

0966-22-3033

(有)田村設備工業

人吉市上漆田町3477番地

0966-23-0626

(有)田岡水道設備

人吉市瓦屋町1657番地6

0966-23-4238

山本水道メンテナンス

人吉市東間上町2747番地1

0966-22-1190

オーエス設備

人吉市下薩摩瀬町409番地

0966-32-9821

荒川住宅設備

錦町一武1011番地

0966-38-0710

有限会社 ティーエヌケイ

錦町木上東379番地

0966-38-1116

(有)愛瀬電機水道

多良木町大字多良木1363番地3

0966-42-2379

(有)助廣管設備

多良木町大字黒肥地6250番地20

0966-42-1290

(有)鶴田電気設備

多良木町大字黒肥地4117番地3

0966-42-3813

(有)中村電設

多良木町大字久米2754番地1

0966-42-3504

(株)ハリマ建設

多良木町大字多良木1385番地

0966-42-2457

肥後環境(株)

多良木町大字久米433番地

0966-42-6103

松下建設(株)

多良木町大字久米2887番地

0966-42-2109

(有)米村電気設備

多良木町大字多良木1582番地

0966-42-2125

(有)甲東電気

多良木町大字多良木29番地4

0966-42-3005

成松建設(株)

多良木町大字多良木32番地3

0966-42-2524

(有)久保田建設

多良木町大字黒肥地1081番地1

0966-42-2734

球磨冷熱設備

多良木町多良木2802番地8

0966-42-5291
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(有)星原電気商会

湯前町2668番地

0966-43-3154

(株)桑原建設

湯前町1100番地

0966-43-2183

(有)柿川電気設備

湯前町3567番地

0966-43-2265

(有)寿電業

相良村大字柳瀬985番地157

0966-24-7030

相良住宅設備

相良村大字川辺1750番地3

0966-35-0143

吉田設備(有)

相良村大字深水2500番地54

0966-35-0244

（株）Ｙ－ＭＥＣ

山江村大字山田乙2003番地

0966-22-6252

村内設備

山江村大字山田乙1187番地6

0966-24-9181

桑原設備

山江村大字山田乙960番地

0966-24-1620

下津電気工事商会

球磨村渡乙1611番地2

0966-33-0108

(株)佐藤産業

芦北郡芦北町大字湯浦112番地16

0966-86-0061

(株)宮崎工務店

八代郡泉村大字柿迫3849番地

0965-67-2336

(有)山下水道設備

八代市奈良木町2426番地1

0965-32-7233

(有)飽田管工

熊本市護藤町1546番地

096-358-1888

工藤設備工業(株)

熊本市出水8丁目35番30号

096-375-1555

第一マルヰガス(株)

熊本市戸島7丁目11番8号

096-380-0233

(有)瀬尾設備

宮崎県都城市鷹尾1丁目7街区15号

0986-25-2854

(有)キョーセツ

八代市鏡町内田1542番地

0965-52-1405

(株)ミナミ冷設

熊本市南高江3丁目1番66号

096-357-9606

(有)森口設備工業

八代郡氷川町宮原728番地4

0965-62-4013

吹風管工

菊池郡大津町杉水836番地20

096-293-9824

(株)栄宏設備工業

熊本市東区画図町重富660番1

096-379-3434

(有)奥村商会

熊本市北区高平3丁目16番74号

096-345-5080

(株)後藤設備

菊池郡菊陽町大字原水3242番地

096-232-9533

河野住設

熊本市東区保田窪5丁目9番46-2号

096-387-2125

(株)旭振興

熊本市東区小山4丁目6番1号

096-389-8080

株式会社 上田商会

熊本市南区平田2丁目8番24号

096-353-1155

岩下設備(株）

上益城郡甲佐町豊内1025番地

096-284-1283

