豊後大野市指定給水装置工事事業者一覧
豊後大野
市管工事
組合員
☆
☆
☆
☆
☆

☆
☆
☆

☆

☆
☆
☆

☆
☆

工事事業者名
㈱三重綜合建設工業
㈱川辺工業
㈱ごとう 三重営業所
㈲雄翔
しん設備工業
大山設備
㈲佐藤電設工業
多田電気設備工業
㈲土谷設備
梅城電気
深田建設㈱
首藤工務店㈲
川合電気工事㈱三重営業所
㈱山村電設工業
しばた設備
三重電業社
ナンバ水道設備㈲
㈲衞藤水道設備
原尻電気㈲
合澤電気商会
足立建設 株式会社
古庄設備
(有)山村建設
佐藤建設
㈱ごとう
臼杵企業
工藤設備
朝地管工
尾崎電気
㈱友岡組
城井工業
佐藤電工社
有限会社 ちとせ
㈱千歳工業
㈲大建設
㈲犬飼工務店
㈲板倉建設工業
㈱立本組
㈲後藤建築
大東建設㈱
村上電気工事㈲
長野電気㈲
㈲宮成工務店
後藤設備
川合創工房
㈱友岡建設
㈱徳尾商店
㈲豊肥電設
㈲川野組
川合電気工事㈱
江上設備企業
平井設備サービス
㈱松井組
リフォームシステム吉岡
有限会社 工藤商店
㈲川野工業
㈲村上建設
㈲環整備
㈱日邦
㈱臼杵鋼鈑工業所

所在
豊後大野市三重町赤嶺1224-3
豊後大野市三重町赤嶺1198-12
豊後大野市三重町赤嶺1153
豊後大野市三重町赤嶺1151-6
豊後大野市三重町赤嶺2540番地1
豊後大野市三重町秋葉633-2
豊後大野市三重町芦刈965-56
豊後大野市三重町芦刈481番地66
豊後大野市三重町井迫544
豊後大野市三重町市場237-1
豊後大野市三重町内田753
豊後大野市三重町内田3588-1
豊後大野市三重町内田3221-1
豊後大野市三重町内田3205-1
豊後大野市三重町小坂3807-37
豊後大野市三重町菅生2024
豊後大野市三重町宮野2598
豊後大野市清川町六種2621
豊後大野市緒方町井上972番地
豊後大野市緒方町小宛15番地
豊後大野市緒方町草深野690番地
豊後大野市緒方町下自在853番地23
豊後大野市緒方町下自在122番地1
豊後大野市緒方町徳田1233番地
豊後大野市緒方町馬場91番地
豊後大野市緒方町馬場83番地1
豊後大野市朝地町市万田４９９
豊後大野市朝地町坪泉428番地1
豊後大野市朝地町綿田1161
豊後大野市大野町大原1172番地2
豊後大野市大野町小倉木249-1
豊後大野市大野町屋原705番地
豊後大野市千歳町柴山1746-22
豊後大野市千歳町新殿218-1
豊後大野市犬飼町大寒2215番地
豊後大野市犬飼町久原347番地12
豊後大野市犬飼町下津尾3895-8
豊後大野市犬飼町下津尾3505番地9
豊後大野市犬飼町田原918番地1
豊後大野市犬飼町田原290番地3
豊後大野市犬飼町田原251-7
豊後大野市犬飼町田原1753番地6
豊後大野市犬飼町田原2984番地2
豊後大野市犬飼町田原2385番地6
竹田市会々3146番地の1
竹田市会々2808-5
竹田市会々2801-2
竹田市植木938-1
竹田市竹田2601-3
竹田市竹田2063-15
竹田市竹田町145
竹田市玉来746-1
竹田市拝田原188番地
竹田市挟田2602番地
竹田市久住町大字久住6186の1
臼杵市野津町大字東谷6662
臼杵市野津町原1431-2
臼杵市大字臼杵７２－１８１
臼杵市大字江無田119－5
臼杵市大字野田266-1

電話番号
0974-22-1186
0974-22-0448
0974-22-2800
0974-22-7028
0974-22-1075
0974-22-3274
0974-22-0552
0974-22-8165
0974-22-4805
0974-22-0604
0974-22-5700
0974-22-3323
0974-22-6180
0974-22-0214
0974-22-5251
0974-22-0935
0974-22-5418
0974-35-2263
0974-42-3870
0974-44-2344
0974-42-3471
0974-42-3552
0974-42-3562
0974-45-2777
0974-42-2141
0974-42-2286
090-2083-2032
0974-72-1048
0974-72-1150
0974-34-2323
0974-34-4042
0974-34-2553
0974-37-2165
0974-37-2118
097-578-0292
097-578-0469
097-578-0098
097-578-1205
097-578-0456
097-578-0623
097-578-0480
097-578-1864
0974-37-2216
097-578-1599
0974-63-3172
0974-63-3075
0974-63-2818
0974-63-3576
0974-62-2416
1974-63-2449
0974-63-0055
0974-63-3975
0974-63-3245
0974-63-4371
0974-76-0056
0974-32-4642
0974-32-7755
0972-63-7254
0972-62-2649
0972-63-3355

豊後大野
市管工事
組合員

工事事業者名
あべ設備
株式会社 久保田水道工事
㈱久保田水道工事
佐伯設備有限会社
甲斐管工事㈲
(有)阿部電設工業
㈲佐伯環境センター
㈲御手洗水道工事
高山水理工業株式会社
木ノ上電気店
江尻設備
有限会社 ライフテック
㈲吉野産業
梅林建設㈱
永島産業
㈱ガス設備
㈱九設
㈱城南設備工業
有限会社 たきお水道
三代ボーリング 有限会社
協和工業㈱
協業組合 大分管工事センター
西産工業㈱
江藤設備㈱
三和テクノ㈱大分事業所
㈲シマヤ水道工業
㈱東九州産業
上田水道工業㈱
(有)五協設備
オルタスクリエイト
新光綜合サービス
加藤工業
㈱コーボウ設備工業
㈲岡村環境開発
扶桑工業㈱
株式会社 ＫＯＵＥＩ工業
株式会社 スズキ設備工業
山九大分ビジネスサービス㈱
㈱米山設備工業
㈲設備舎
㈱ニッセツ
㈱国実水道
㈱温水器産業
首藤設備工業㈱
㈲正和エンジニアリング
協栄工業㈱
㈱山村設備工業
㈲城東企画
㈲富士設備工業
㈱大分ワコー
㈱但馬設備工業
㈱九電工大分支店
中央設備工業㈲
フジシステム設備有限会社

所在

佐伯市木立3617
佐伯市長島町３丁目３番１１号
佐伯市長島町3-3-11
佐伯市大字鶴望431番地10
佐伯市大字鶴望3914-2
佐伯市大字上岡1507番地
佐伯市女島10383-1
佐伯市大字長良4720番地2
津久見市港町2-19
大分市木上895
大分市明野西2丁目16番5号
大分市明野北5丁目991-7
大分市福良526番地
大分市舞鶴町１-4-35
大分市日岡1-7-7
大分市鶴崎2154-1
大分市津守500
大分市津守230-5
大分市津守1235番地の1
大分市猪野1087番地
大分市大洲浜1-4-34
大分市大州浜１丁目３番５号
大分市西大道二丁目2番27号
大分市西新地1-8-30
大分市西ノ洲１番地
大分市新春日町2-3-31
大分市新栄町5-13
大分市上野町10-12
大分市小中島259－1
大分市小佐井1丁目9番14号
大分市三佐5丁目2番10号
大分市三佐2431-2
大分市三佐2122番地の8
大分市坂ノ市中央3丁目3番5号
大分市高城本町5-31
大分市高松２丁目６番１０号
大分市高松２丁目１番１号
大分市向原1丁目1番11号
大分市光吉2109番地の1
大分市関園534番地の1
大分市寒田1026番地の15
大分市皆春1642番地の1
大分市賀来北1丁目16番13号
大分市花津留1-16-8
大分市下郡530番地
大分市下郡3225-3
大分市下郡1510番地16
大分市乙津港町1丁目10番18号
大分市荏隈633-2
大分市大字羽屋773番地
大分市原新町9番9号
大分市花津留2丁目25番16号
大分市大字曲588番地4
大分市元町６番
三菱電機システムサービス株式会社 大分市向原西1-8-1
有限会社 イヅツ建商
大分市西鶴崎1丁目68-1
㈱三信工業
大分市新貝１２番１号
有限会社 岩本総合設備
大分市乙津町3盤11号
株式会社 マイカン
大分市大洲浜一丁目９番４号
有限会社 常幸工業
大分市大字南297番地
有限会社 ワークスサカイ
大分市大字光吉961番地の1
株式会社 大分県セキュリティセンター 大分市大字畑中字大津留346番4

電話番号
0972-28-3065
0972-23-3147
0972-23-3147
0972-23-8246
0972-23-8881
0972-22-2803
0972-22-0967
0972-29-2066
0972-82-2426
097-541-0254
097-556-4302
097-573-1077
097-595-0504
097-534-4151
097-503-1737
097-527-3175
097-569-3526
097-568-7344
097-569-1887
097-527-4970
097-558-4747
097-558-6976
097-543-0808
097-558-1206
097-558-9297
097-543-0503
097-551-4473
097-543-0329
097-523-2788
097-592-7178
097-529-7888
097-521-1321
097-503-5855
092-592-1924
097-551-5736
097-553-5532
097-547-9680
097-553-1757
097-568-2829
097-523-3177
097-503-8566
097-521-2722
097-549-1621
097-558-7840
097-567-5545
097-569-5800
097-569-2006
097-556-7884
097-545-0283
097-543-3011
097-551-1370
097-553-2561
097-568-3235
097-544-3027
097-558-8803
097-503-5618
097-503-1771
097-521-3614
097-551-4000
097-522-0003
097-568-6991
097-546-1933

豊後大野
市管工事
組合員

工事事業者名
後藤総合工業株式会社
日伸テクノ株式会社
㈲幸野設備
有限会社 久大技研
株式会社 小野設備工業
株式会社 エー・イー・デー
株式会社ＤＡＩＴＷＯ
株式会社サンプラス
㈱オアシス
工藤設備工業
㈱木元電設
株式会社 安部設備
ひびき株式会社
株式会社 Ｎ-Ｖｉｓｉｏｎ
株式会社 アクアライン
株式会社 イースマイル
株式会社 クラシアン

所在
大分市大字竹中2730番地
大分市大字宗方227番地
大分市大字下郡字神下田250番地の1
大分市大字国分897番地の3
大分市大字金谷迫634番地
別府市野口中町１７番４号
別府市鶴見2998番地の7
別府市大字南立石字尾ノ上1207番地の1
由布市庄内町柿原２０５
由布市挟間町谷2258番地
杵築市大字猪尾64番地の5
宇佐市安心院町六郎丸500の2
中津市福島2149-1
広島県広島市中区鶴見町8-57
広島県広島市中区上八丁堀８番８号

電話番号

097-597-1212
097-541-7770
097-569-6583
097-549-5510
097-549-1932
0977-25-8866
0977-76-5812
0977-22-5502
097‐582‐1090
097-586-3390
0978-62-4726
0977-75-8549
0979-32-7103
082-275-5227
082-502-6639
大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3 ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 06-6631-7449
神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1
0120-500-500

