
●川棚町内　事業者 ※順不同

事業所の名称 代表者名 事業所の住所 電話番号

青井商事　有限会社 青井　誠一 川棚町城山町８３番地 0956-82-4141

株式会社　倉前工業 倉前　義正 川棚町百津郷３６４番地 0956-82-2611

サカイ設備 富村　政昭 川棚町栄町７４番地１ 0956-83-2588

渋川商会 澁川 和成 川棚町中組郷１５７５番地２ 0956-82-2105

正司設備 正司　哲良 川棚町小串郷１０５７番地２ 0956-82-5402

株式会社　大東設備 西畑　栄一郎 川棚町百津郷２９６番地１２２ 0956-82-4720

有限会社　竹村建設 竹村　伸太 川棚町百津郷４７８番地１８ 0956-82-3784

有限会社　谷山油糧 谷山　和隆 川棚町栄町３番地２ 0956-82-3171

有限会社　東彼建設 新井　博子 川棚町栄町４９番地１ 0956-83-2430

フクモト電設 福本 雄生 川棚町下組郷４０６番地１１ 0956-76-7915

有限会社　宮崎設備工業 宮崎　誠剛 川棚町中組郷１０６２番地 0956-83-3841

有限会社　八木原建設 八木原　勝巳 川棚町白石郷１８４７番地２ 0956-82-3665

有限会社　山中住設 山中　由美子 川棚町中組郷１２７３番地３ 0956-82-2430

●東彼杵郡内　事業者 ※順不同

事業所の名称 代表者名 事業所の住所 電話番号

有限会社　岩本設備 岩本　豊 東彼杵町蔵本郷１８０９番地 0957-46-1633

ウォーターサービス滝川 滝川　重徳 東彼杵町蔵本郷１０１４番地 0957-46-0270

有限会社　アサダ建設 浅田　久太 波佐見町折敷瀬郷１０７９番地３ 0956-85-3888

株式会社　上山建設 上山　誠 波佐見町湯無田郷８４９番地１ 0956-85-6000

株式会社　小佐々建設 小佐々　保寛 波佐見町宿郷９５９番地１０ 0956-85-2506

伸栄住設 百武　栄次 波佐見町湯無田郷１０３３番地２ 0956-85-6208

有限会社　田崎工務店 田崎　武詞 波佐見町折敷瀬郷１７６５番地 0956-85-2639

有限会社　百武建設 百武　ツヤ子 波佐見町湯無田郷９７３番地２ 0956-85-2242

株式会社　山口住建工業 山口　哲也 波佐見町折敷瀬郷１４４５番地１ 0956-85-2066

株式会社　山栄建設 山口　敏彦 波佐見町折敷瀬郷５９８番地１ 0956-85-2138

友和エンジニア 田島　良明 波佐見町村木郷２４０５－２９ 0956-85-7627



●佐世保市内　事業者 ※順不同

事業所の名称 代表者名 事業所の住所 電話番号

有限会社　アーム設備 吉田　竹志 佐世保市瀬戸越２丁目１８３０番地 0956-40-6708

株式会社　アコール 松尾　文隆 佐世保市小島町４６７番地 0956-24-5505

有限会社　荒浜工業 荒浜　幸雄 佐世保市藤原町４６番地３０ 0956-32-5001

有限会社　イマジン 今村　史生 佐世保市園田町３番３号 0956-25-5623

株式会社　ｴﾑ･ﾃｨ･ｼﾞ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 冨川　尚平 佐世保市新替町３４番地 0956-30-8285

大菱電気工業　株式会社 山中　仁 佐世保市俵町２４番地２９号 0956-23-2177

有限会社　小川工業 小川　則之 佐世保市柚木町２２４８番地 0956-46-0668

カトウ設備 嘉藤 紳治 佐世保市大岳台町２５番地１３  0956-31-7860090-2584-3798

共立商工　株式会社 平井　克久 佐世保市川下町４１５番地の１ 0956-47-4155

株式会社　建吉 中島　啓三 佐世保市早苗町１０６番地６ 0956-76-7087

有限会社　広輝 浦野　広隆 佐世保市崎岡町６２０番地７ 0956-39-3213

株式会社　古賀工業 古賀　義久 佐世保市十郎新町５番１５ 0956-31-4025

株式会社　サトケン 佐藤 實雄 佐世保市日宇町２７３２番地１ 0956-46-5051

有限会社　ザ・ニシムラ 西村　英紀 佐世保市黒髪町６９１番地３ 0956-33-0182

株式会社　水栄管工社 稲次　賢一 佐世保市十郎新町１４０番地７ 0956-31-6659

双峰設備　株式会社 曽和　英徳 佐世保市木風町１４７３番地７ 0956-27-8866

株式会社　大弘 田中　冨美子 佐世保市江上町６９２番地２ 0956-58-3192

有限会社　高山住設 髙山　信之 佐世保市桑木場町３２４番地 0956-30-6060

有限会社　田原設備 中川　孝之 佐世保市吉井町田原７４番地１ 0956-64-2456

株式会社　長北電設 永尾　幸則 佐世保市福石町２番１３号 0956-33-6751

ドイ設備 土居 正人 佐世保市小島町４４９番地 090-4771-4614

有限会社　馬場設備 馬場　謙一 佐世保市瀬戸越１丁目１７５２番地２ 0956-40-9222

久野工務店 久野　美佐子 佐世保市平松町２３３番地 0956-38-5450

有限会社　平木住宅設備センター 平木　利秋 佐世保市稲荷町６番７号 0956-32-5761

廣設備 西浦　廣幸 佐世保市東浜町１９７番地４ 0956-34-1872

株式会社　渕上建設 淵上 仁 佐世保市母ヶ浦町２０００番地１６ 0956-48-6006

有限会社　フモト設備 麓　雅興 佐世保市江迎町長坂１２３番地２ 0956-65-2339

有限会社　松本設備 松本　守史 佐世保市皆瀬町１０２番２５号 0956-49-7026

松永住設 松永　憲喜 佐世保市萩坂町１７８３番地１ 0956-59-2422

株式会社　ミズノ 阪口　やよい 佐世保市有福町５６２番地７ 0956-76-7623

村岡設備 村岡　操 佐世保市母ヶ浦町２００１番地２０ 0956-47-7439

株式会社　ワタナベ空調 渡邊 浩二 佐世保市若竹台町２９９番地 0956-38-9106



●長崎県内　事業者 ※順不同

事業所の名称 代表者名 事業所の住所 電話番号

ヒラセ設備 平瀬　好正 長崎市琴海戸根原町１４５１－１ 095-860-3110

九州テクノ　株式会社 栗林　宏光 諫早市津久葉町６番地１０ 0957-25-3080

株式会社　クラシアン長崎営業所 鈴木 一也 諫早市多良見町化屋４８０番地６ 092-482-1855

有限会社　小柳設備 小柳　和博 諫早市小長井町牧２５６番地４８ 0957-27-6050

株式会社　伸工舎 山新田　友明 諫早市川床町３７６番地２ 0957-22-5049

新成設備　株式会社 奥村　暢浩 諫早市福田町２２９７番地４３ 0957-22-7419

有限会社　ダイメイ設備 大杉　明典 諫早市多良見町囲２６６番地１０ 0957-43-3921

豊工業　㈱ 小川　清治 諫早市福田町４７番地１５号 0957-22-3643

県央設備工業　株式会社 辻本　三郎 大村市松並１丁目２４６番地１１ 0957-52-4927

髙瀬建設　株式会社 髙瀬　邦彦 大村市岩松町２６番地１ 0957-53-3131

株式会社　玄海電設 大久保　祐子 平戸市田平町小崎免１０２３番地 0950-57-0907

有限会社　松浦設備 冨野　通左 松浦市星鹿町岳崎免１３５９－１ 0956-75-0176

有限会社　旭産トーヨー住器 長田　秋則 雲仙市国見町神代辛９３２番地１ 0957-78-2707

有限会社　宮本設備 宮本　安敏 西海市大瀬戸町多以良内郷１１１５ 0959-22-1864

須藤設備 須藤　俊彦 北松浦郡佐々町小浦免６２番地５ 0956-62-2152

●県外　事業者 ※順不同

事業所の名称 代表者名 事業所の住所 電話番号

株式会社　イースマイル 島村　禮孝 大阪市中央区瓦屋町３－７－３ 06-6631-7449

株式会社　古賀住設 古賀　恭治 福岡県久留米市東合川５丁目６番２９号 0942-44-8880

有限会社　福川設備 福川　功一郎 佐賀県西松浦郡有田町南原丁５５番地７ 0955-42-3086

株式会社　ワークラボ 小松　賢司 岡山県岡山市北区西花尻１１６８番地２ 086-259-3957


