
指定給水工事事業者一覧（市外）（50音順） 平成29年10月26日　現在

社名 住所 TEL

（有）アークハウスふくち 佐賀県佐賀市光三丁目11-13 0952-23-3341

（有）アクアテック 長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷2207-53 0956-85-7811

（株）アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8-8 082-502-6644

（有）旭管工社 長崎県長崎市諏訪町4-8 095-822-7441

（有）アトム防災設備 長崎県長崎市つつじケ丘１丁目20-2 095-839-6330

（有）荒浜工業 長崎県佐世保市藤原町46-30 0956-32-5001

（有）有明設備工業 長崎県諫早市森山町慶師野793 0957-35-2682

アンメイ工業 長崎県雲仙市瑞穂町西郷甲979-2 0957-77-4601

イーエヌ環境コンテック（株） 長崎県長崎市北浦町2973-3 095-836-1103

（株）イースマイル 大阪府大阪市浪速区敷津東三丁目7-10 06-6631-7449

（有）池田設備 長崎県長崎市木場町1418-7 095-827-8179

いまい水工房 長崎県長崎市愛宕４丁目10-3 095-829-3857

（有）イマジン 長崎県佐世保市園田町3-3 0956-25-5623

岩野設備 佐賀県伊万里市大坪町丙2115-1 0955-22-8380

ウォーターサービス滝川 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1014 0957-46-0270

後田設備 長崎県諫早市有喜町503 0957-28-3607

（有）エイキ設備 長崎県諫早市高来町三部壱253-3 0957-32-3391

（株）エム・ティ・ジ・エンジニアリング 長崎県佐世保市新替町34 0956-30-8285

大阪設備（株） 大阪府堺市土師町３丁9-22 0722-78-0881

金丸建設（株）
長崎県長崎市西山4丁目547-4 サンクレール
ビル1階

095-820-1121

（有）カワシマ設備工業 長崎県長崎市滑石３丁目47-9 095-857-4025

（有）川端設備工業 長崎県長崎市八幡町9-5 095-820-8567

管工事ツムラ 長崎県長崎市滑石４丁目1079-1 090-3985-2950

（有）きたがわ 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙1463 0954-43-1227

キドプランニング（有） 長崎県長崎市金堀町52-11 095-862-6080

木下住設 長崎県諫早市小長井町大峰980-116 0957-34-4249

九州テクノ（株） 長崎県諫早市津久葉町6-10 0957-25-3080

九設工業（株） 長崎県長崎市大橋町19-7 095-847-8651

（株） 共立技研 長崎県長崎市賑町1-3 095-829-3780

（有）旭産トーヨー住器 長崎県雲仙市国見町神代辛932-1 0957-78-2707

（株）キング 長崎県長崎市三ツ山145-1 095-845-8881

楠田設備 長崎県諫早市小ケ倉町430-1 090-3073-2796

（有）久保水道設備工業 長崎県長崎市大浦町8-41 095-821-8901

（株）クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2-1 0120-500-500

（有）クリーン工業 長崎県雲仙市愛野町乙1877-3 0957-36-0382

（株）クロダ 長崎県諫早市栄田町20-31 0957-26-5114

研進工業（株） 長崎県諫早市小川町1251-1 0957-22-3211

幸花咲商店 長崎県長崎市梁川町1-1 095-862-9658

高伸工業（有） 長崎県雲仙市小浜町北木指1855-1 0957-75-0723

幸明建設 長崎県長崎市北浦町1753 095-836-1338

（株）古賀住設長崎営業所 長崎県諫早市貝津町671-16 0957-25-8500

（株）五島設備工業 長崎県長崎市滑石４丁目20-16 095-857-6290

（有）小柳設備 長崎県諫早市小長井町牧256-48 0957-27-6050

（有）小柳設備 長崎県諫早市多良見町化屋476 0957-43-0257

（有）ザ・ニシムラ 長崎県佐世保市黒髪町691-3 0956-33-0182
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西海住宅設備 長崎県西海市西海町中浦北郷3052 0959-32-9700

斉藤設備 長崎県諫早市川内町421-3 0957-21-2696

坂本設備 長崎県島原市有明町湯江丁683-5 0957-68-3985

櫻木電器商会 長崎県西海市西海町中浦北郷1100-1 0959-33-2709

佐々木三水土工事（有） 長崎県諫早市飯盛町後田1601 0957-48-2090

佐々木設備 長崎県五島市木場町178-37 0959-72-5421

ササクラ住設 長崎県諫早市黒崎町348-1 0957-23-2848

三昌商事（株） 長崎県長崎市柳谷町24-41 095-844-1393

三信設備（有） 長崎県島原市大下町丙1191-20 0957-63-2765

三誠工業 長崎県諫早市福田町15-2 0957-24-3582

（株）三船 長崎県長崎市八幡町4-6 095-825-3822

（株）松栄設備 長崎県長崎市立山５丁目4-30 095-824-1793

翔陽設備（有） 長崎県長崎市平間町592-5 095-838-7001

（株）白水建設 長崎県長崎市青山町254-11 095-842-8010

新成設備（株） 長崎県諫早市福田町2297-47 0957-22-7419

（有）眞生設備工業 長崎県長崎市本原町37-5 095-849-1585

（株）新三重 長崎県長崎市多以良町560-3 095-850-1000

（有）伸和設備工業 長崎県諫早市川床町376-2 0957-22-5049

水土工業（株） 長崎県長崎市城山町13-2 095-862-6262

（有）スカイ・プラント 長崎県佐世保市天神２丁目235-1 0956-31-3051

（株）設備企画のキタジマ 長崎県長崎市横尾１丁目1-6 095-857-7207

（株）創研 長崎県長崎市小江原5丁目7-16 095-814-8511

双峰設備（株） 長崎県佐世保市木風町1473-7 0956-27-8866

大栄設備（株） 長崎県長崎市立山５丁目17-7 095-818-3902

（株）大東設備 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122 0956-82-4720

（有）大豊工業 長崎県諫早市宗方町643-2 0957-24-4077

（有）ダイメイ設備 長崎県諫早市多良見町囲266-10 0957-43-3921

（有）太陽住宅設備 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝1265 0952-30-6651

（株）高木産業 長崎県南島原市北有馬町己642-1 0957-84-2612

高来テック（株） 長崎県諫早市高来町黒崎457-11 0957-32-2910

(有)拓進工業 長崎県雲仙市国見町多比良乙200-53 0957-78-1391

竹山設備 長崎県諫早市目代町2113 0957-24-1222

（有）田中商会 福岡県小郡市三沢1230-2 0942-75-8216

タナカ設備サービス 長崎県東彼杵郡東彼杵町蕪郷1345 0957-47-0715

谷川設備 長崎県佐世保市愛宕町111-55 0956-48-8164

ダンレイ（株） 熊本県熊本市近見7丁目3-14 095-821-0224

ダンレイ中央（株） 長崎県長崎市本河内３丁目6-37 095-827-3593

中央環境総設（株）佐賀営業所 佐賀県杵島郡江北町上小田4493-1 0952-74-6050

長冷工業（有） 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷629-13 095-887-1270

ＴＳアムロ（株） 長崎県長崎市上野町20-20 095-848-2034

（株）トイレックス９ 長崎県諫早市栄田町7-17 0957-47-9961

東洋技研建設（株） 長崎県長崎市大手３丁目8-18 095-847-1230

（有）東和工業 長崎県長崎市緑町3-6 095-848-2827

（有）トクナガ空調 長崎県長崎市戸石町1301-8 095-837-8776

徳永設備工業 長崎県諫早市小野島町2063 0957-23-8551

（有）長崎アクアサービス 長崎県長崎市高城台1丁目27-25 095-813-9326
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（有）長崎水道サービス 長崎県長崎市扇町34-2 095-847-1602

長崎水道メンテナンス 福岡県春日市下白水北2丁目8 092-558-9773

（有）永瀬工務店 長崎県長崎市緑町9-2 095-845-5075

（株）長塚工業 長崎県佐世保市黒髪町24-10 0956-31-7488

（株）中野組 長崎県東彼杵郡東彼杵町里郷1885 0957-47-0635

（有）中村金物 長崎県雲仙市吾妻町大木場名111-2 0957-38-2140

（有）ナカムラ実業 長崎県南島原市北有馬町戊2769 0957-85-3538

滑石設備（株） 長崎県長崎市滑石２丁目5-13 095-856-2512

（株）南栄 長崎県長崎市平山町1089 095-878-1966

（株）虹の設備 長崎県諫早市貝津町1798-12 0957-47-5110

ニッスイ青山 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷264-11 095-887-1043

（株）日本冷熱 長崎県長崎市神ノ島町1丁目367-21 095-865-4222

（有）野口浄設工業所 長崎県諫早市栄田町365-1 0957-26-1874

野中住設 長崎県長崎市音無町8-10 095-849-2052

（有）ハーテック 長崎県佐世保市重尾町829-1 0956-38-8151

ハート総合建設（株） 長崎県長崎市稲佐町3-28 095-894-8285

（有）博栄設備 長崎県長崎市柳谷町16-31 095-844-3530

（有）間設備 長崎県諫早市川内町342 0957-23-8317

はじめ設備 長崎県雲仙市瑞穂町西郷丙739 0957-77-3449

（有） 馬場設備 長崎県佐世保市瀬戸越１丁目1752-2 0956-40-9222

（株）浜創 長崎県長崎市茂木町890-9 095-836-0112

（有）林田設備工業 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東浜郷174-1 0959-22-0762

（株）日野建設 長崎県諫早市飯森町平古場1085-5 0957-48-0666

（有）平木住宅設備センター 長崎県佐世保市稲荷町6-7 0956-32-5761

平山設備 長崎県長崎市高城台2丁目4-5 095-837-0890

（有）福川設備 佐賀県西松浦郡有田町西部丁55-7 0955-42-3086

藤弘工業 長崎県諫早市鷲崎町766-1 0957-22-1649

星野管工設備（株） 長崎県長崎市葉山１丁目32-16 095-856-1161

（有）北高設備 長崎県諫早市高来町下与133 0957-32-4125

保利設備工業 長崎県諫早市高来町船津476 0957-32-4745

（株）マツオカ住宅産業 長崎県長崎市中里町1284番地 095-894-4772

マツザキ設備 長崎県長崎市古賀町1467-6 095-839-3139

松谷設備工業 長崎県諫早市白岩町28-5 0957-25-1879

松本設備 長崎県雲仙市国見町多比良丁696-3 0957-78-0414

（有）丸信設備 長崎県長崎市矢上町46-28 095-837-1318

三菱電機システムサービス（株）
長崎サービスステーション

長崎県長崎市丸尾町4-4 095-834-1116

ミヅモト設備 長崎県諫早市目代町645-56 0957-21-2975

（株）宮﨑住設 長崎県諫早市小川町1019 0957-46-3917

（有）宮崎設備工業 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1062 0956-83-3841

（有）宮本設備 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷1115 0959-22-1864

（株） 未来 長崎県諫早市小野島町2573 0957-47-9761

（株）向井管工社 長崎県佐世保市柚木町1917-39 0956-46-2115

向井住器 長崎県南島原市深江町乙1261 0957-72-4329

村上設備 長崎県雲仙市吾妻町阿母名1776-2 0957-38-7317

村設備土木 長崎県平戸市木ケ津町1477 0950-28-1458
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モリ設備 長崎県諫早市土師野尾町2003-1 0957-47-9646

（株）モリテック 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷2030-15 095-883-3034

ヤナガワ工業（株） 長崎県長崎市金堀町54-6 095-861-5636

山内設備工業 長崎県長崎市田中町492-1 095-839-4897

（有）やまぐち住建 長崎県諫早市多良見町化屋735-2 0957-43-3448

（株）山口住建工業 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 0956-85-2066

（株）山口電機工業 長崎県長崎市平和町19-17 095-844-3830

ヤマコウ住宅設備 長崎県長崎市小江原４丁目5-48 095-849-5613

山﨑工業 長崎県諫早市宗方町1667-1 0957-46-7383

（有）山田建材店 長崎県南島原市加津佐町己3748-5 0957-87-3059

（有）山忠設備工業 長崎県長崎市界1丁目16-27 095-839-3316

（有）山中住設 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1273-3 0956-82-2430

ユーアイ設備工業（株） 長崎県諫早市城見町34-13 0957-23-2302

豊工業（株） 長崎県諫早市福田町47-15 0957-22-3643

（有）吉田住設 長崎県諫早市栄田町48-44 0957-26-1382

（有）吉野工業 長崎県諫早市天満町30-2 0957-22-0788

ラインテック（株） 佐賀県杵島郡江北町大字下小田3381-1 0952-86-3750

（有）良建設 長崎県長崎市深堀町６丁目545 095-871-6057

量祐設備（株） 長崎県諫早市津久葉町5-64 0957-26-3532

（株）ワークラボ 長崎県長崎市江里町6-1 090-7774-7397


