熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表 （事業所所在地五十音順）
事業所所在地
熊本市内
中央区
イ
出水四丁目３４番１号
出水六丁目２番２８号
出水六丁目４３番５３号
出水八丁目３５番３０号
オ
大江一丁目２９番５３号
大江四丁目１３番９号
帯山一丁目３７番１－３０３号
帯山三丁目５２番１３号
帯山四丁目５１番２１号
帯山七丁目１６番３１号
帯山九丁目３番１０号
帯山九丁目５番２０－２０４号
カ
河原町２５番地
キ
京町二丁目２番１４号
ク
九品寺三丁目１５番１８号
黒髪一丁目８番３４号
黒髪六丁目８番３５号
神水一丁目１４番６８号
神水一丁目１４番７７号
神水本町２４番１５号
コ
国府一丁目１８番２０号
国府四丁目１０番４２号
国府本町１番３８号
琴平一丁目９番３６号
シ
島崎一丁目３番３０号
十禅寺一丁目４番１２号
新大江２丁目８番２３号
新町三丁目１番２６号
新町四丁目９番１６号
ス
水前寺四丁目３９番１０号
水前寺四丁目４７番４８号
水前寺五丁目２８番２０号
水前寺六丁目４２番９号
水前寺六丁目７番２５号
水前寺公園１６番４０号
ト
渡鹿四丁目８番８０号
ハ
萩原町１４番４５号
八王寺町１４番４１号
八王寺町２３番１６－３０２号
ヘ
平成三丁目５番１３号
ホ
保田窪一丁目３番１３号
保田窪二丁目４番９８号
本荘四丁目１番１号
本荘六丁目１７番２１号

事業所名称

令和２年１２月１４日現在

電話番号

津田設備
㈲ダイシン工業
㈱みつとめ設備
工藤設備工業㈱

096-361-0768
096-378-7692
096-371-2781
096-375-1555

広誠設備工業㈱
大栄設備㈱ 熊本営業所
小木設備
中島管工
アクアワークス
ＫＲデザイン
㈲神山システム
星和工業㈱

096-372-6511
096-363-1205
090-5932-3235
096-383-5444
096-202-4604
096-237-6428
096-288-2658
096-283-9150

出田電業設備㈱

096-354-3955

㈲はじめ電気工業

096-325-2684

ＫＡＩ設備
サンエス設備機器㈱
㈱久野工務店
㈱ＨＡＣＣＹＯＵ
㈱サンレイテクノＳＳ
日栄工業㈱

096-288-4158
096-343-2235
096-343-3339
096-381-1254
096-387-7454
096-382-1313

熊本上下水道修理センター
㈲アーク設備
㈱イーエスピー
㈲ユプロ

090-7533-9786
096-201-8877
096-362-6151
096-364-8072

㈲熊本環水
飯塚電機工業㈱
㈱クラシアン熊本営業所
日栄平井㈱
㈲村本商会

096-322-6616
096-326-2345
0120-500-500
096-353-2444
096-352-6024

㈲西川総合設備
㈲村上設備
アート工業㈲
熊本設備㈱
㈱本山設備
熊本市管工事協同組合

096-213-0380
096-381-1827
096-385-2030
096-381-6041
096-384-3511
096-383-0215

㈲興安商会

096-363-1624

㈱ＳＹＳＫＥＮ
㈱設備企画
奏功設備工業

096-285-5553
096-274-5110
096-379-0445

西邦電気工事㈱

096-379-0170

伊藤設備
㈱たしろ住設
協電機工㈱
㈱九電工 熊本営業所

096-384-0353
096-335-7878
096-366-5221
096-366-2104
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事業所所在地
ミ
南熊本五丁目１番１号
ム
迎町一丁目１番５号
モ
本山四丁目３番１３号
ヨ
世安町２４８番地
東区
ア
秋津三丁目１４番１６号
イ
石原一丁目１番４８号
石原一丁目２番３号
石原一丁目１０番３５号
エ
江津一丁目１７番４１号
画図東一丁目７番３５号
画図町重富６６０番１
画図町重富７０６番地７３
画図町下無田１４３２－２５
榎町２３番３４号
オ
尾ノ上一丁目１３番１２号
尾ノ上二丁目１１番２号
尾ノ上二丁目１１番１８号
尾ノ上三丁目１５番２２号
小峯二丁目６番６４号
小山一丁目６番５７号
小山二丁目１７番２３号
小山四丁目６番１号
小山七丁目２番６７号
小山町１６３０番地２０４
小山町１６４７番地１
カ
鹿帰瀬町３０３番地１９
鹿帰瀬町５９２番地１
上南部二丁目１９番１号
上南部二丁目２１番２１号
上南部三丁目２３番３６号
キ
京塚本町４０番６号
ク
神水本町２５番４１号
神水本町２６番５３号
ケ
健軍一丁目３１番１０号
健軍二丁目１２番４号
健軍二丁目１３番７号
健軍本町１－１１ ２０５号
健軍本町１７番６１号
健軍本町３４番４号
健軍本町５１番２０号
コ
神園一丁目９番２４号
神園二丁目１番１号
神園二丁目１番４５号
湖東三丁目５番３号２階

令和２年１２月１４日現在

事業所名称

電話番号

西部電気工業㈱熊本支社

096-277-1061

㈱西日本都市管理

096-351-5565

㈱環境総合

096-325-2911

熊本ファミリー水道

096-312-1422

東邦設備㈱

096-368-4195

㈱誠工社
㈲坂本設備

096-389-2661
096-380-8090
096-380-0211

三菱電機システムサービス㈱熊本サービスステーション

システップ九州
㈲ヒカリ設備工業
㈱栄宏設備工業
㈲アイ・エヌ・ビー
㈱岡本設備
㈲コウベ工業

096-366-8356
096-379-0965
096-379-3434
096-379-3278
096-285-6803
096-214-6355

㈱タツミ工業
㈲ダイシンアクア
㈲肥後企画
㈲タカノ開発
㈱熊電施設
㈲三興エンジニアリング
㈲ユー設備
㈱旭振興
岩下設備
塚本設備工業
㈱九州環境保全

096-285-7811
096-381-4187
096-383-7976
096-213-2501
096-369-1840
090-3013-3911
096-389-2678
096-389-8080
096-380-9562
096-388-2240
096-388-0070

㈲木村実業
㈱アキライフネット
㈲旭清掃社
㈲富士テック
中山住設（同）

096-284-8900
096-380-3658
096-389-1911
096-292-8886
096-389-9599

あっとホームプラス㈲

096-381-2755

㈱巧設
㈲双木工業

096-388-8123
096-282-8731

岩本設備工業㈱
㈲管工技研
みずほ２１
川口設備工業
東部設備工業㈱
㈲竹下設備工業

096-369-1311
096-365-3898
096-367-1857
096-360-6300
090-3320-8219
096-368-7059
096-243-1088

キョウエイサービス㈱
㈱新星
総合設備優巧㈱
㈲ウォーターワークス

096-285-4441
096-380-1188
096-380-6937
096-285-3207

㈱エヌ・エス・シー熊本サービスショップ
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事業所所在地
御領一丁目１番２９－８号
御領二丁目２８番１号
御領三丁目３番２５号
御領四丁目２番１号
御領五丁目９番７５号
御領五丁目９番７５号
御領五丁目１０番１１号
御領六丁目４番５２号
御領七丁目２番２号
サ
桜木二丁目６番２５号
桜木五丁目１０番２６号
佐土原一丁目１９番１６号
三郎一丁目１１番８５号
三郎一丁目１３番１７号
シ
下江津五丁目１２番８号
新生二丁目３０番２号
下南部一丁目３番１３０号
下南部二丁目１１番２０号
新南部六丁目１番５３号
新南部六丁目２番１３号
新外一丁目５番４３号
ツ
月出四丁目６番７２号
月出六丁目２番８号
ト
戸島一丁目１番５３号
戸島一丁目８番２７号
戸島四丁目３番６７号
戸島五丁目１１番２６号
戸島六丁目１０番６８号
戸島七丁目１１番８号
戸島七丁目１８番２８号
戸島七丁目２６番５号
戸島西一丁目１２番１号
戸島西一丁目５番３５号
戸島西二丁目３番６号
戸島西四丁目４番１号２０２
戸島西五丁目５番５７号
戸島西七丁目２番３３号
戸島町１０４６番地
戸島町４５１番地４
戸島町４５１番地９
戸島町９００番地
戸島町９２０番地４
戸島町９７４番地１１
戸島町９７９番地６
ナ
長嶺東三丁目４番３４号
長嶺東四丁目１３番５９号
長嶺東四丁目２番３３号
長嶺東八丁目１４番１号
長嶺南四丁目１１番１０５号
長嶺南六丁目１０番７号
長嶺南七丁目１５番３７号
長嶺南七丁目８番５号
長嶺南八丁目５番３号

事業所名称
㈱アワックス
光進建設㈱
㈱不二設備
日研工業㈱
(名)熊本共栄社
㈱協働社
㈱青空空調
協成設備工業㈱
三和電工設備㈱

令和２年１２月１４日現在

電話番号
096-383-5511
096-380-1231
096-389-0346
096-380-7575
096-388-0055
096-389-2720
096-389-2943
096-389-5811
096-389-5800

㈲水工社工業所
㈱山本開発工事
根本設備
水道サービス熊美
西川設備工業㈱

096-367-0333
096-369-9121
096-365-0913
096-382-1526
096-384-3443

九州園田設備㈲
㈱ジョイホット熊本
㈱サンテクノ
㈲いずみ設備
㈲八十建設
北村設備
㈲第一技販サービス

096-378-5781
096-360-5890
096-285-4387
096-388-0833
096-382-7669
096-382-2861
096-367-2008

㈱アイ・ティ・オ
上村設備工業

096-382-0521
096-387-7990

旭設備工業㈱
㈱東和
㈱邦拓建設
㈲ライフテックシステム
㈲東稜設備工業
第一マルヰガス㈱
㈱フタバ工業
㈲井上総合設備
㈲スワット九州
㈱宇佐美工業
宮本設備
㈱古賀住設熊本営業所
山王㈱
㈱みかげ設備
㈱アールフォー
源設備
平成設備
㈱サブコン
弥生建設㈱
㈱肥後設備
㈱出田産業

096-388-0227
096-380-6011
096-389-8272
096-349-0710
096-389-4510
096-380-0233
096-202-1645
096-389-5077
096-367-0144
096-368-4700
096-369-1409
096-237-7448
096-214-6850
096-360-3253
096-349-0222
096-388-4005
096-388-6933
096-389-5678
096-389-0041
096-349-0770
096-389-5622

㈱ヴィジョン
㈲管通住設工業
寛設工業㈱
㈱荏原製作所 熊本営業所
起永工業㈱
i.tec㈱
㈱川口開発
西部ガスリアルライフ熊本㈱
㈲伊吹商会

096-380-1739
096-380-6337
096-200-4756
096-388-3750
096-288-9895
096-237-6789
096-389-5515
096-389-7100
096-389-6118
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事業所所在地
長嶺南八丁目８番１６号
ニ
錦ヶ丘２１番１４号
ヌ
沼山津一丁目２４番２２号
沼山津二丁目１０番１５－３０６号
沼山津二丁目１１番６号
沼山津二丁目１５番３８号
沼山津二丁目１６番３号２０３
ハ
花立三丁目３０番１４号
花立三丁目３２番２号
花立六丁目１７番１３４号
ヒ
東野一丁目３番６７号
東野一丁目３番８号
東町三丁目６番２７－１８号
広木町７番４２号
ホ
保田窪四丁目１４番９７号
保田窪五丁目９番４６－２号
ミ
南町１７番２４号
ヤ
山ノ内一丁目１番１２１号
山ノ神二丁目１０番１号
ヨ
吉原町６７番地１
ワ
若葉五丁目２番３号
西区
イ
池田二丁目４９番３７号
オ
沖新町１２２６番地
沖新町４６８番地１
沖新町４７０４番地２
小島五丁目１６番２６号
カ
上高橋一丁目３番１７号
上高橋二丁目４番１７号
河内町岳１２番地１７５
河内町岳１８００番地７
河内町野出９４７番地
河内町船津１０５２番地
河内町船津１２４０番地
河内町船津２０１５番地
河内町船津２４６９番地
シ
島崎二丁目３番２７号
島崎二丁目７番７号
島崎三丁目１７番５１号
島崎五丁目２３番４４－２号
島崎七丁目１番７号
城山大塘二丁目３番２号
城山半田二丁目１１番３５号
新土河原二丁目１２番２８号
タ

令和２年１２月１４日現在

事業所名称
メイカー㈱

電話番号
096-200-6279

幸輝住設㈱

096-360-1088

榊田設備工業
障子田設備
朝日設備管理㈱
㈲幸設備工業
美来㈱

096-369-2001
096-369-8654
096-365-2221
096-365-3439
080-3985-9267

㈲田建設工業
㈲光水メンテナンス
㈲大髙設備機工

096-367-8575
096-369-4682
096-367-2533

㈱源商店
うしじま設備
徳永機器設備
㈲川上水道

096-369-2617
096-200-9651
096-365-6865
096-368-2440

㈱ダイイチライフ
河野住設

096-381-3700
096-387-2125

柿坂設備

090-1088-0488

㈱カキソーエンタープライズ
㈱明誠設備

096-331-7718
096-367-3434

トータルエンジニアリングＫ

096-337-1330

㈲協和ガス器材

096-368-6323

米田設備

096-325-6107

三祐工業㈱
㈱新西土木
㈲法栄工業
リボンガス㈱

096-329-1105
096-329-4545
096-329-0753
096-329-1511

昭榮設備㈱
㈲三和開発
㈲アクアライン
石田設備
㈲村上建設
㈱潮崎興業
末川設備
㈱興徳企業
㈱谷口ショップ

096-354-0700
096-329-5689
096-277-2701
096-202-6582
096-277-2008
096-276-0234
096-276-0947
096-276-1100
096-276-1026

㈱中村住設
吉岡工業
村田管工
㈱リュウショウ工業
㈲小川総合管理
㈲クリーン企画
宮川設備工業㈲
岡谷設備

096-223-6237
096-355-7151
096-323-1432
096-352-5233
096-297-7208
096-329-3952
096-329-2402
096-277-1883
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事業所所在地
田崎一丁目１番３８号
ノ
野中一丁目２番２号
ハ
花園三丁目１３番２６号
花園四丁目１１番１２－３号
花園七丁目２番２２号２０６
マ
松尾二丁目２番３６号
ヤ
八島二丁目８番３－１０４
ヨ
横手四丁目５番１２号
レ
蓮台寺二丁目４番４０号
蓮台寺五丁目３番５号
蓮台寺五丁目４番１５号
南区
ア
会富町１１９１番地２
イ
出仲間一丁目６番５号
ウ
海路口町１６番地
海路口町３３３２番地２
薄場三丁目１１番１３号
内田町１３９７番地３
内田町６５番地
オ
奥古閑町４９番地１
カ
刈草一丁目５番１５号
川口町２７０９番地
川尻四丁目２番１３号
川尻四丁目５番２９号
コ
合志三丁目７番３５号
幸田二丁目３番３９号
護藤町１５４６番地
護藤町２２１７－５
護藤町３５０６番地２
シ
十禅寺三丁目１番２３号
城南町今吉野１０７９番地１０
城南町隈庄１０５４番地
城南町隈庄５０５番地３
城南町隈庄５５６番地
城南町隈庄７６５番地の５
城南町下宮地１９１番地８
城南町陳内３８９番地１
城南町千町９８８番地３
城南町舞原２２８番地の２
城南町宮地４９７番地２
城南町宮地５３２番地１
城南町宮地７３７番地
城南町鰐瀬１２９２番地１
セ
銭塘町３８００番地

事業所名称
㈲中村商店

令和２年１２月１４日現在

電話番号
096-352-7315

㈲内田工務店

096-221-7947

山﨑設備
フジモト設備
（同）ワイズファクトリー

096-352-1141
096-323-5506
096-356-1077

㈱マルエ工業

096-329-9981

吉岡設備

096-326-0234

㈲栄希興産

096-352-9623

熊本大電設備㈱
川﨑設備㈲
東洋工業㈱

096-322-3078
096-322-2255
096-359-6161

㈲今村総合建設

096-227-1548

㈱杉本建設

0964-28-6348

吉田設備
㈱西部開発
㈱熊本総合設備
㈱昭成工業
広瀬設備

096-223-1518
096-223-1447
096-358-8811
096-223-2440
096-223-0049

㈲泰眞工業

096-327-8242

㈱吉本商事
吉井設備工業
㈲清原商会
㈲塩澤設備

096-357-2323
096-223-0504
096-357-1133
096-357-8466

武田施設産業㈲
西日本電工㈱
㈲飽田管工
㈱エスサービス
㈱ＨＤ住設

096-357-8876
096-334-0600
096-358-1888
096-288-3786
096-227-0134

㈱一新機工
城塚建設
(資)新産業建設
松本建設㈱
㈱城南ガス
㈲米原設備
大関総合建設工業㈲
(資)豊﨑設備
岩田設備
㈱村田建設
池田農機具店
㈲ヤマグチ商会
ミズマ設備工業
三浦電気工事店

096-325-4661
0964-28-5692
0964-28-2201
0964-28-2245
0964-28-3110
0964-28-3428
0964-28-1463
0964-28-0086
0964-53-9117
0964-28-5533
0964-28-2467
0964-28-2123
0964-28-5162
0964-28-3850

前田設備

096-223-1346
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熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表 （事業所所在地五十音順）
事業所所在地
タ
田迎一丁目１番２０号
田迎三丁目１１番５０号
田迎六丁目１１番３号
チ
近見七丁目１３番４９号
近見七丁目３番１４号
ト
富合町榎津１１０２番地１
富合町清藤２２番地５
富合町莎崎５７番地１
富合町莎崎７３８番地
富合町志々水４４０番地
富合町平原８０番地
富合町平原９０２番地２
富合町廻江６１８番地１０
富合町南田尻２０７番地３
富合町南田尻５１８番地２
ナ
並建町２８番地２
ノ
野田二丁目１番４３号
ハ
畠口町２１５番地
八分字町２５６４番地３
八分字町３８３番地
八分字町４３４番地１
浜口町８８６番地
ヒ
日吉２丁目３番６３号
日吉二丁目７番６５号
平田二丁目４番２４号
平田二丁目８番２４号
ミ
南高江三丁目１番６６号
南高江三丁目３番３４号
南高江七丁目１１番５９号
御幸笛田三丁目１番３８号
御幸笛田七丁目１０番１８号
御幸笛田八丁目８番１号
モ
元三町二丁目１１番８号
元三町二丁目７番１号
元三町三丁目１８２８番地２
ヤ
良町三丁目１番３２号
良町三丁目３番３７号
良町五丁目１番５号
北区
ア
麻生田三丁目１６番７号
改寄町２５１１番地１
イ
和泉町１１４２番地
ウ
植木町伊知坊７４２番地１
植木町今藤４１３番地１
植木町岩野１５１７番地１

事業所名称

令和２年１２月１４日現在

電話番号

清水電気工業㈱
㈱晃栄
旭電業㈱

096-378-0349
096-370-1828
096-378-3151

㈱桂史工業
ダンレイ㈱

096-326-0885
096-354-0561

㈲紫垣設備
住まいるＳＡＫＡＩ
㈱南山建設
㈲佐藤建設
㈱髙浜建設
㈱大政工業建設
フジヨシボイラー
㈱相富設備工業
㈱日進設備
第一設備工業㈱

096-357-4185
096-357-9285
096-273-8456
096-357-5681
096-357-5983
096-357-5184
096-358-1680
096-374-6150
096-273-7530
096-320-3668

輝栄工業㈱

096-227-4450

㈲宮本商会

096-357-9466

㈲髙田設備
㈱米満総合設備
㈱ＮＴサービス
Ｍ・ヴィジョン設備㈱
こういち設備

096-227-2708
096-227-4820
096-202-6066
096-327-8755
096-227-1336

杉村設備工業
㈲フジイ設備
中川機工㈱
㈱上田商会

096-223-6222
096-358-7835
096-324-8601
096-353-1155

㈱ミナミ冷設
㈱マルダイ
㈲山下住設
和光エンジニアリング
西田設備
㈱イワキ

096-357-9606
096-357-6640
096-357-6566
096-378-0937
096-378-5659
096-379-3462

㈲いまい設備工業
㈲志柿設備工業
㈱光栄工業

096-357-8261
096-357-6048
096-358-7599

豊福設備
モトムラ設備
㈲山川設備工業

096-285-7435
096-378-9098
096-378-2292

七海商会㈱
岩本工業

096-339-4780
096-228-8836

熊管工㈱

096-321-6961

㈲橋本土木工業
㈱松岡清掃公社
星野工業

096-274-2001
096-272-0301
096-272-2569
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熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表 （事業所所在地五十音順）
事業所所在地
植木町岩野２３７７番地の６
植木町木留７７１番地１
植木町木留８６２番地の１
植木町大和５番地１
植木町田底３９４番地１
植木町滴水２０５番地９
植木町滴水２２１２番地
植木町滴水２６番地１
植木町轟２２０３番地２
植木町轟５番地
植木町豊岡１４５４番地
植木町豊田３９３番地の３
植木町豊田８３０番地
植木町投刀塚３３４番地１
植木町平原４６６番地
植木町広住１０６１番地
植木町広住１１３７番地
植木町広住１４６５番地１
植木町広住１５２６番地２
オ
大窪四丁目２番４号
カ
梶尾町２７６番地４
鹿子木町１９３番地１
釜尾町１５７番地１
キ
北迫町４９５番地
ク
楠一丁目１４番１５号
楠五丁目３番２７号
楠八丁目１７番２７号
シ
清水岩倉三丁目２番１号
清水岩倉三丁目２２番７号
清水亀井町４８番１０号
清水新地一丁目５番１号
清水新地四丁目７番１６０号
清水新地四丁目７番５２号
清水万石四丁目１０番５号
清水万石五丁目１番９８号
下硯川二丁目７番８６号
下硯川町２２０５番地
ス
硯川町７８１番地１
硯川町９７９番地
タ
高平三丁目１６番７４号
高平三丁目２８番６号
高平三丁目４３番１１号
龍田一丁目１１番２２号
龍田二丁目８番５６号
龍田三丁目３番４０号
龍田九丁目８番１２号
龍田陳内三丁目３７番１２号
龍田陳内三丁目３７番３１号
龍田弓削一丁目１０番４０号
ト
徳王一丁目１番４６号

令和２年１２月１４日現在

事業所名称
㈲大村設備
㈲實土木産業
㈱下岸建設
カワグチ設備
園川設備
森山工業
㈲東設備
㈲ミマス住宅機器
髙永実業
村上管工企画
口元設備
中山電気工事店
㈱山内産業
㈲上野設備
クマベデンキ
㈲永広産業
髙群水道
㈱園山水道
髙群設備

電話番号
096-272-6117
096-273-5417
096-273-4353
096-272-4099
096-274-6720
096-272-0156
096-272-1757
096-272-4833
096-272-2769
096-272-6226
096-272-7018
096-272-0354
096-272-0249
096-272-2271
096-272-2411
096-272-5899
096-272-4428
096-288-2762
096-272-1386

熊本利水工業㈱

096-345-1231

㈲サニーライフ
㈲古田水道
太陽土木㈱

096-275-2660
096-245-1479
096-354-2694

㈲岡本住器設備

096-245-0748

はがねや設備
九州設備管理㈲
甲斐土木工業㈱

096-339-0949
096-338-0068
096-338-0612

㈲神原設備企画
フジオカ設備
㈲システム設備工業
ウォーターエンジ
㈱木村総合設備
㈲宮本電気設備
㈲内浜商会
㈲松村修設備
エムエステック㈱
くまさんｶﾞｽ産業㈱

096-338-4956
096-338-2913
096-345-3391
096-346-7175
096-344-9723
096-345-5605
096-343-8874
096-345-1506
096-288-4127
096-325-6661

㈱西嶋建設
㈱中山組

096-245-0592
096-245-0014

㈲奥村商会
㈲モリシステム
タイヘイテクノス㈱
㈱リュウ設備工業
㈱竜田産業
㈱永大設備産業
㈱クオライフ
㈱榊住設
㈲松川設備
朝香産業

096-345-5080
096-341-3518
096-300-1011
096-339-0391
096-337-1273
096-339-0056
096-339-5753
096-273-6383
090-2509-4943
096-337-7211

昇建設㈱

096-288-5390
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熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表 （事業所所在地五十音順）
事業所所在地
徳王一丁目１番４７号
ニ
楡木二丁目１０番８０号
楡木三丁目１番１２１－５号
ハ
八景水谷一丁目２７番２８号
八景水谷三丁目７番５０号
八景水谷三丁目１１番２３号
ヒ
飛田三丁目６番１２号
ミ
貢町７６３番地１
ム
武蔵ヶ丘一丁目２番７号
武蔵ヶ丘八丁目６番６号
室園町５番２５号
ヤ
山室六丁目９番２８号
ユ
弓削四丁目１７番５号
弓削六丁目１２番１-１０２号
ヨ
四方寄町４９２番地３
熊本市外
ア
葦北郡芦北町湯浦１２３３番地
阿蘇郡西原村小森３６４０番地１１
阿蘇郡西原村鳥子１１９５番地５
阿蘇郡西原村布田６７９番地２５
阿蘇市内牧４５３番地
天草市有明町須子９９１番地
天草市今釜新町３４８２番地
天草市川原町１３番３号
天草市志柿町４１８７番地の１
荒尾市荒尾１２２１番地１
荒尾市一部２１５７番地４
荒尾市樺１４７５番地２
荒尾市川登１９６０番地７３
荒尾市大正町二丁目１番２１号
荒尾市高浜１４９番地１
荒尾市西原町二丁目１０番２５号
荒尾市原万田２１３番地１７
荒尾市増永１１４８番地１
荒尾市万田１５６７番地
ウ
宇城市小川町北新田６４０番地
宇城市小川町河江３０８番地
宇城市小川町新田出４７２番地
宇城市小川町南新田６５４番地１
宇城市小川町東小川２８３番地３
宇城市不知火町高良１７８番地１
宇城市不知火町高良２２１０番地
宇城市不知火町長崎９３１
宇城市豊野町糸石１０７０番地の１
宇城市豊野町糸石２２９８番地
宇城市松橋町大野１３５番地２
宇城市松橋町久具１９４８番地１
宇城市三角町大田尾８４４番地の２

令和２年１２月１４日現在

事業所名称
公栄設備工業㈱

電話番号
096-356-0035

緒方水道
㈲佐藤管工技研

096-338-9584
096-277-8881

古澤設備
㈱原口総合美装
サカイ設備

090-3667-9311
096-346-4146
096-345-7670

藤設備

090-9584-1124

㈲熊本水道エンジニア

096-245-5610

㈲武蔵設備工業
㈲大泉工業
小杉設備

096-338-7949
096-339-2655
096-343-8311

㈱森田設備

096-344-0410

㈱九州住宅システム
㈱髙宮城工業

096-245-6345
096-348-7055

㈱水輝

096-359-2263

山川電気工事店
村上管工
ＪＵＮ救水サービス㈱
㈲三省管工
(資)森水道工務店
㈲松本建材
㈲横山設備
㈱エザキ設備
日新設備㈱
木下設備
中央設備工業㈱
前田工業
㈲Ｄａｉｗａ 荒尾営業所
㈲三和建設
ホームズ
㈲荒尾ガラスセンター
㈱黒﨑商会
㈲カナガワ
㈱総合設備ＥＬＦ

0966-86-0208
096-279-4128
096-285-8016
096-279-3906
0967-32-0322
0969-53-0460
0969-23-5750
0969-66-9693
0969-22-3202
0968-57-8925
0968-68-5447
0968-68-6036
0968-68-0766
0968-62-0264
0120-3110-42
0968-62-7992
0968-62-2221
0968-62-0969
0968-62-6446

㈲古閑建設
はやしだ住宅設備
小川電気設備㈲
河田工業㈱
㈲松﨑商会
中岡電気工事店
㈱モリオ建設工業
㈱総合設備アースホーム
㈲鋼鉄設備工業
㈲伊藤建材店
㈲松岡住宅
㈱オカムラ
㈲河上住設

0964-43-2053
090-7448-2320
0964-43-3251
0964-43-1221
0964-43-2665
0964-33-7801
0964-33-0016
0964-53-9462
0964-45-2666
0964-45-2096
0964-33-0155
0964-33-0131
0964-52-4868
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熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表 （事業所所在地五十音順）
事業所所在地
宇城市三角町波多４２８７番地５
宇城市三角町三角浦１３５２番地５
宇土市網引町１１８５番地
宇土市岩古曽町１４０９番地３
宇土市浦田町１４４番地の３
宇土市古保里町１３８番地８
宇土市古保里町９９０番地６
宇土市笹原町４６４番地５
宇土市三拾町２９４番地
宇土市三拾町２７５番地３１
宇土市下網田町２１０３番地の６
宇土市城之浦町２４９番地
宇土市住吉町２７９番地
宇土市住吉町８４６番地の１
宇土市住吉町８９８番地の３
カ
上天草市松島町合津３４６７番地２
上益城郡嘉島町上島１４６０番地
上益城郡嘉島町下仲間１２５３番地４
上益城郡嘉島町下仲間６３０番地
上益城郡嘉島町下六嘉３２０３番地１
上益城郡甲佐町有安２３２番地
上益城郡甲佐町豊内４６５番地
上益城郡益城町赤井１０３６番地
上益城郡益城町赤井３４８８番地
上益城郡益城町木山４７３番地１
上益城郡益城町下陳１４０番地１
上益城郡益城町田原１６７番地
上益城郡益城町田原２９２番地
上益城郡益城町島田３６９番地１
上益城郡益城町平田５８０番地１
上益城郡益城町広崎１０３４番地２
上益城郡益城町広崎１１１７番地６
上益城郡益城町広崎１２９３番地８
上益城郡益城町広崎３７１番地７
上益城郡益城町広崎８５３番地５
上益城郡益城町福原３７５６番地１
上益城郡益城町馬水８４８番地６
上益城郡益城町宮園４９７番地６
上益城郡益城町宮園６６５番地１７
上益城郡益城町安永１１７７番地１８５
上益城郡御船町木倉１９０番地１
上益城郡御船町木倉１０２３番地１９
上益城郡御船町木倉７２９６番地
上益城郡御船町陣１５１２番地
上益城郡御船町陣２０１３番地１
上益城郡御船町高木１８７９番地１
上益城郡御船町高木１９７１番地４３
上益城郡御船町高木１９７１番地８６
上益城郡御船町高木４１９番地２
上益城郡御船町滝川１２２番地
上益城郡御船町滝川１７６５番地４
上益城郡御船町滝川７１２番地
上益城郡御船町田代２７５９番地６６
上益城郡御船町御船８１１番地の３
上益城郡御船町御船８１６番地
キ
菊池郡大津町岩坂６９１番地１

事業所名称
奥電気工事店
㈲成田電気工事店
野口設備工業
㈲上田電気工業
㈱吉田組
㈲森田水道
冨永電機商会
レア設備
㈲宇土設備
中川技術サービス
㈲大原商店
㈱熊本建材
㈲西山水道
㈲プラムテック
亀田住設

令和２年１２月１４日現在

電話番号
0964-53-1242
0964-52-4417
0964-25-0370
0964-22-2221
0964-23-1248
0964-23-0666
0969-73-2861
0964-22-6136
0964-22-2039
0964-27-5471
0964-27-0240
0964-22-0348
0964-24-3888
0964-24-3427
0964-25-0121

キムラデンキ
㈲本田設備
㈲リュウカン
キダ設備
渡邉設備
赤星設備
岩下設備㈱
㈲新栄設備
㈱最上建設
ＮＥＯ ＳＴＹＬＥ
㈲西山設備工業
㈲城下建設
㈲益城管工
㈲山下住設
㈲西村管工
㈱井設備
㈲トータル設備サービス
宮末総合設備㈱
㈲岩﨑設備
㈲新成工業
㈱榮総合設備企画
東和設備
晃進設備工業
㈲笠井設備
㈱サニー設備
㈲ユウスイ
森工業
㈲森田工業
㈲ケーワン
㈲上口設備工業
㈱晃設工業
㈲荒木電工社
㈲福本設備
㈱カズシステム
㈲丸山商店
㈱長友設備
㈱東生企業
㈱鶴野設備
㈲サンコラボ
㈲成瀬でんき

0969-56-0664
096-237-0179
096-237-1961
090-8661-7888
096-237-0789
096-286-4951
096-284-1283
096-286-5879
096-286-5130
096-286-8880
096-289-6172
096-286-5115
096-286-5503
096-288-8082
096-286-2741
096-369-5582
096-286-6885
096-286-7927
096-286-8603
096-286-1358
096-286-6731
096-289-8222
096-286-9206
096-286-3750
096-284-5122
096-282-1081
096-282-2692
096-282-2364
096-282-6400
096-282-7146
096-281-4002
096-282-1935
096-282-2520
096-201-1017
096-282-0561
096-282-7801
096-282-3065
096-285-2810
096-281-7027
096-282-0521

㈲ヘイセイ

096-293-2775
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熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表 （事業所所在地五十音順）
事業所所在地
菊池郡大津町岩坂１３１８番地５
菊池郡大津町大津１２０７番地１７
菊池郡大津町大津２８７番地８
菊池郡大津町大林３１０番地
菊池郡大津町陣内１３３７番地
菊池郡大津町杉水３４５０番地
菊池郡大津町錦野７１１番地
菊池郡大津町引水８２３番地１－２－１０２
菊池郡菊陽町沖野二丁目１４番２５号
菊池郡菊陽町津久礼１０６番地７
菊池郡菊陽町津久礼１９７７番地５６
菊池郡菊陽町津久礼２３５６番地２
菊池郡菊陽町津久礼３７２５番地７
菊池郡菊陽町津久礼７９２番地２１
菊池郡菊陽町原水１５４６番地２
菊池郡菊陽町原水３２４２番地
菊池郡菊陽町原水５０８７番地３
菊池郡菊陽町光の森二丁目２７番地１
菊池郡菊陽町光の森二丁目２７番地５
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北三丁目２番２４号
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北三丁目１６番１５号
菊池市泗水町住吉２７６０番地４
菊池市泗水町田島２７７６番地１
菊池市泗水町豊水２５１３番地
菊池市泗水町豊水３２９８番地４
菊池市泗水町永２８００番地１５
菊池市泗水町永４３２５番地１３
菊池市七城町台１４８番地
菊池市七城町辺田３３３番地９
菊池市大琳寺２９３番地１０
菊池市隈府４０４番地
菊池市隈府４４９番地
ク
球磨郡相良村深水２５００番地の５４
球磨郡多良木町多良木８７７２番地６７
球磨郡山江村万江甲１０４９番地の１
コ
合志市上庄３１５番地
合志市上庄８２６番地４
合志市幾久富１６５６番地２６０
合志市幾久富１６５６番地３４５
合志市栄１２２４番地
合志市栄３７９４番地２８
合志市須屋３６４番地５
合志市須屋１３７５番地１９
合志市須屋１８３８番地３
合志市須屋１９３９番地
合志市須屋１９５３番地１０
合志市須屋２６９６番地６５
合志市須屋２９７２番地１１１
合志市竹迫１８６６番地
合志市豊岡２４５番地
合志市豊岡２０００番地３６２
合志市豊岡２３６４番地２の１８
合志市豊岡２５０９番地の１の２
合志市豊岡３４２番地
合志市福原２２７１番地
合志市御代志１５１６番地２

事業所名称
㈱ヤクタツ
㈲松坂設備
㈱ＫＡＷＡＴＳＵ
肥後木村組㈱
㈲吉永設備
㈲村上水道
川口綜合住設
ハヤシ設備サービス
市栄設備
㈱ＨＡＷ
㈱三栄プランニング
明興設備㈱
藤尾設備工業
㈱東築建設
和田産業㈱
㈱後藤設備
㈱太照工業
扇設備工業
㈲菅設備工業
のじり設備
㈱北川産業
㈲平嶋設備工業
㈲伊豫設備工業
㈲上村衛生設備
㈲若山商店
松浦設備
樋口住設
㈲キムラ設備工業
㈱マエダ住設
㈲木野設備
㈲赤星設備
㈲クドウ工業

令和２年１２月１４日現在

電話番号
096-234-6699
096-293-2403
096-294-6890
096-293-2574
096-293-3265
096-293-2841
096-293-0498
096-294-1811
096-234-6057
096-232-2248
096-232-3864
096-232-2546
096-338-7994
096-340-2303
096-232-2774
096-232-9533
096-232-5306
096-337-2966
096-337-5825
096-339-5418
096-338-5551
0968-38-5438
0968-38-6208
0968-38-2129
0968-38-2801
0968-38-5220
090-5934-4489
0968-24-3002
0968-41-3021
0968-24-0610
0968-25-4483
0968-25-2004

吉田設備㈲
㈱九州住拓技術研究所
㈱中央設備

0966-35-0244
096-356-1500
0966-22-7784

村上設備
九州マニュテック㈱
㈱合志管工建設
㈲ホナミ
㈱井本商会
信和システム㈱
㈱でんきのサントップ
㈱奥村設備
㈲阪口水道
㈱城北
ミヤビ設備
㈱エコア熊本ガス営業所
㈲堀川設備
㈲松岡設備
㈲田島土木
㈱カイセイ設備工業
㈱熊本管工土木
宮本水道
㈲緒田設備
坂田住宅設備
セイブ管工土木㈱

096-248-1927
096-245-6208
096-277-1756
096-248-2995
096-277-1903
096-248-5268
096-344-3951
096-327-9067
096-345-9139
096-343-1415
096-343-1102
096-242-4511
096-242-4455
096-248-1435
096-248-0377
096-245-6694
096-223-8522
096-248-1451
096-248-5989
096-248-1014
096-242-4111
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熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表 （事業所所在地五十音順）
事業所所在地
合志市御代志１７４０番地の１
合志市御代志２０８６番地７９
シ
下益城郡美里町畝野４１４３番地
下益城郡美里町永富１７６４番地１
下益城郡美里町原町２５番地１
タ
玉名郡和水町用木１８７５番地
玉名郡南関町豊永２１１４番地１
玉名郡南関町宮尾６７８番地
玉名市上小田６０４番地２
玉名市高瀬２５７番地
玉名市玉名３５８４番地
玉名市天水町立花１９７６番地の１
玉名市山田１２２３番地１
玉名市横田２１９番地
ヒ
人吉市下薩摩瀬町６４８番地の４
ミ
水俣市湯出１４２５番１
ヤ
八代郡氷川町鹿野１２３６番地４
八代市揚町１４９番地
八代市植柳新町二丁目１１号１６番地
八代市鏡町内田１５９５番地１４
八代市鏡町貝洲１３０５番地６
八代市鏡町鏡１１５９番地の３５
八代市上野町３８１６番地
八代市古閑上町１６９番地１
八代市大福寺町７６０番地１
八代市豊原下町４１０２番地の２
八代市迎町一丁目２番１６号
八代市麦島東町１０号１６番地
八代市横手町１０８１番地４
八代市若草町１３番１号
山鹿市石１８１６番地
山鹿市鹿央町広１３０番地１
山鹿市鹿校通一丁目３番２９号
山鹿市鹿北町四丁１６３０番地２
山鹿市鹿本町石渕１７番地
山鹿市鹿本町下高橋１２１番地２
山鹿市鹿本町津袋１３６１番地
山鹿市菊鹿町下内田１８５５番地
山鹿市久原３７８６番地
山鹿市新町７０３番地の２
山鹿市花見坂町３１０番地
山鹿市平山１１７２番地
山鹿市山鹿１３８２番地７
熊本県外
ア
愛知県名古屋市中区錦二丁目５番１２号パシフィックスクエア名古屋錦ビル３階

令和２年１２月１４日現在

事業所名称
㈲大塚商事
㈲小牧設備

電話番号
096-242-0031
096-242-1858

増永設備
早田設備
㈲トスイ

0964-48-1611
0964-47-0753
0964-47-0108

㈲杉村電気設備工業
島村住設
エス・ケイ・ジィー
㈲ありあけ管工設備
ハラダ設備工業
㈲アクア設備工業
㈲林建設
㈱九州設備工業
西野宮住設

0968-86-4049
0968-53-3273
0968-66-7155
0968-72-4017
0968-74-0609
0968-72-2618
0968-82-3030
0968-74-2800
0968-74-1950

山一工務店㈱

0966-22-1234

エフテック

0966-68-0027

㈱氷川総合設備
㈱みのる設備
大栄設備工業㈲
㈲キョーセツ
中村設備工業
㈲宮崎電設
㈲西本設備
㈱向洋設備工業
㈲ハウテックタガミ
東設備工業㈱
角坂設備㈱
五德創建㈱
有江設備
㈱中尾設備
㈲泰明設備
城設備㈱
(資)とらや商会
㈲岩野石油
㈲サンテック
㈲八代設備
㈲東総合設備
㈲矢野電設
㈲野田設備工業
㈲有働設備
㈱垂水建材店
㈲池田設備
城北工業㈱

0965-51-4432
0965-39-5211
0965-33-3706
0965-62-8202
0965-53-8782
0965-52-7228
0965-33-1110
0965-35-1207
0965-39-8601
0965-33-2497
0965-33-2038
0965-35-3366
0965-35-5841
0965-32-5896
0968-44-2357
0968-36-4011
0968-43-2212
0968-32-3128
0968-46-5555
0968-46-4861
0968-34-0717
0968-48-2998
0968-43-6643
0968-43-4550
0968-44-6310
0968-43-5547
0968-44-1281

㈱アズクリエイティブ

052-202-5263

オ
大分県大分市高松一丁目２番２７号
大分県大分市津守５００番地
大阪府大阪市北区天満一丁目２６番３号
大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号

㈱サンオブサンエージェンシー
㈱九設
㈱ＯＳＧコーポレーション
㈱イースマイル
大阪府大阪市中央区谷町２－４－３ アイエスビル９Ｆ ㈱シンエイ
大阪府河内長野市清水３１６－１
㈲ゴトウ設備
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097-556-0422
097-569-3526
06-6357-0101
06-7739-2525
06-6944-7797
0721-60-2408

熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表 （事業所所在地五十音順）
事業所所在地
カ
鹿児島県鹿児島市川上町３４７番地５
鹿児島県鹿児島市田上八丁目１６番１５号
鹿児島県鹿児島市田上八丁目１６番１５号
鹿児島県鹿屋市旭原町２４０６番地７
サ
佐賀県杵島郡白石町遠江２８９番地６
佐賀県佐賀市巨勢町牛島１５３番地の１５
ナ
長崎県諫早市貝津町２８９８番地４
ヒ
広島県広島市中区上八丁堀８番８号

事業所名称

第１ウエノヤビル６Ｆ

広島県広島市中区鶴見町８番５７号
フ
福岡県大野城市瓦田三丁目８番４号１０１
福岡県大牟田市大黒町一丁目２１番地
福岡県大牟田市長田町１１番地１
福岡県春日市下白水北二丁目８番地Ｆ５０３号
福岡県北九州市小倉北区中井一丁目２５番６号
福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目４番１号
福岡県北九州市小倉南区若園二丁目２０番２６号
福岡県北九州市門司区東門司一丁目１３番１４号
福岡県北九州市八幡西区引野二丁目８番１号
福岡県久留米市合川町４６番地３
福岡県太宰府市大佐野五丁目８番１８号
福岡県筑後市蔵数５７５番地１
福岡県筑紫野市隈２４９番地
福岡県福岡市西区横浜一丁目４５番１２号
福岡県福岡市博多区山王一丁目６番３号
福岡県福岡市博多区那珂一丁目３番３７号
福岡県福岡市東区青葉七丁目４６番５８号
福岡県みやま市瀬高町濱田１１７番地５
福岡県柳川市本町６８番地の９

令和２年１２月１４日現在

電話番号

㈲前原建設
㈱美喜設備
㈱Ｋ２
熊本水道サービス

099-294-9977
099-213-9972
099-230-0573
0994-38-2675

中央環境総設㈱佐賀営業所
㈱三幸冷凍設備工業

0952-65-1117
0952-23-8697

㈱平野設備工業

0957-25-1613

㈱アクアライン
㈱Ｎ-Ｖｉｓｉｏｎ

082-502-6644
082-275-5227

水道修理センター
㈱サプライ飛永
㈱コゥ・テック
熊本水道メンテナンス
福設サービス㈱
㈱タカギ
㈲村口工務店
シュウエンジニアリング
㈱九州水道修理サービス
㈱アンシー
㈲ヨシズミ
三洲建設㈱
サニー設備㈱
㈱泉住設

092-558-9552
0944-52-7700
0944-55-1040
092-558-9773
093-561-7174
093-962-0941
093-951-3616
093-321-1119
093-644-2886
0942-27-5139
092-924-1888
0942-53-1216
092-919-7132
092-407-0411
テラルテクノサ－ビス㈱ 福岡営業所 092-474-7166
㈱アースライン
092-982-0247
せつび屋Ｓ１
092-691-3039
㈱藤和開発
0944-63-6777
㈱岡工務店
0944-72-4476
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