
四日市

事業者名称 代表者氏名 住所 電話番号

(有)豊田建設 豊田　和一郎 宇佐市大字四日市1301 32-0391

(株)九管通 田染　健志 宇佐市大字富山187 32-2226

(有)中村電気商事 中村　利秋 宇佐市大字東高家1199 32-0367

愛光舎設備 橋邉　一熊 宇佐市大字上高573 32-6508

三光電気商会 大石　和人 宇佐市大字東高家1199 32-1303

(株)八幡空調設備 真辺　勝已 宇佐市大字森山927 32-3632

新和工 馬場　弘吉 宇佐市大字四日市938-3 32-5903

(有)コーエイ管工 山本　学 宇佐市大字上敷田426 090-6899-4835

(株)岩渕工務店宇佐営業所 岩渕　正芳 宇佐市大字四日市1004-2 32-3339

六六六設備(有) 岩渕　央子 宇佐市大字四日市1004-2 33-1667

(有)宇水工業 里見　禎彦 宇佐市大字城井1240-1 33-2879

(有)原田工務店 原田　敬史 宇佐市大字清水240-1 32-2391

(有)今長組 今長　勝得 宇佐市大字山下803 32-6493

内尾設備 内尾　正信 宇佐市大字上高1276-2 33-5347

新貝電気店 新貝　展正 宇佐市大字下庄1675-1 32-1530

(有)辻田建機 辻田　強美 宇佐市大字四日市2873 32-7596

(株)土居組 土居　吉春 宇佐市大字森山231 32-1649

三幸建設(株) 土居　幸二 宇佐市大字荒木287 33-3004

（株）元吉建設工業 元吉　克臣 宇佐市大字四日市55-1 32-0267

（有）アカネ建設工業 金苗　弘年 宇佐市大字上元重254-13 32-6407

ナカヤマ設備 中山　賀元 宇佐市大字上高家1063-9 33-4137

（株）ダイプロ北部販売 山田　耕司 宇佐市大字山下1490-1 32-0192

時枝設備工業 時枝　年春 宇佐市大字下時枝86-1 33-1341

（株）廣亜 金子　廣三 宇佐市大字下乙女449-9 33-5749

大翔工業株式会社 瀬口　裕樹 宇佐市大字森山1750-8 58-3608

株式会社髙牟禮建設 髙牟禮　慶子 宇佐市大字富山289 32-5303

宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表



駅川

事業者名称 代表者氏名 住所 電話番号

(有)小野屋 渡邉　賢一 宇佐市大字辛島295-1 32-0259

後藤水道 後藤　良明 宇佐市大字芝原283 33-0333

三幸設備工業(有) 大隈　俊一 宇佐市大字山本111 32-6253

岩金設備工業(株) 佐々木　純 宇佐市大字山本640-3 33-3328

(株)九電工宇佐営業所 池永　誠 宇佐市大字上田1549-1 37-1135

(有)サトウ設備 佐藤　幸一 宇佐市大字上拝田440 32-0840

(株)三想宇佐支店 並松　貞夫 宇佐市大字法鏡寺846 37-1011

(有)上田設備 上田　美実 宇佐市大字上田1796-5 37-3535

日豊工事(株) 岡本　泰治 宇佐市大字上田1532-2 37-1196

クウエイ設備 小林　義輝 宇佐市大字葛原253-3 32-5043

(株)奥田組 奥田　和彦 宇佐市大字別府590-1 32-2220

小野設備技建 小野　信男 宇佐市大字中原235-6 25-7762

オオクマ設備 大隈　秀明 宇佐市大字閤4-11 090-4388-1221

（株）創輝 宇留嶋　武 宇佐市大字中原186-2 25-7767

宇佐

事業者名称 代表者氏名 住所 電話番号

(有)中野設備 中野　宇吉 宇佐市大字西木130-1 37-3145

田中電設 田中　勇治 宇佐市大字日足1053 37-1050

(有)はちまん設備 松崎　賢介 宇佐市大字南宇佐1267 37-0139

(株)末宗組 末宗　信市 宇佐市大字和気1023 37-0281

(有)増原開発 増田　勝也 宇佐市大字北宇佐435 37-1350

河野電化サービス 河野　茂 宇佐市大字北宇佐1650-5 37-3339

(有)嶋建設工業 嶋　秀人 宇佐市大字西木10-1 37-0223

久保建設（株） 久保　繁雄 宇佐市大字和気908 37-0045

宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表



長洲

事業者名称 代表者氏名 住所 電話番号

(資)関西商会 秋吉　武 宇佐市大字江須賀2726 38-1131

森田建設（株) 森田　修 宇佐市大字長洲554-5 38-0271

(有)嶌田設備 嶌田　久生 宇佐市大字長洲3194-1 38-0030

(有)花水燃料 花水　利生 宇佐市大字長洲338 38-0153

(有)タカハシ． 高橋　勉 宇佐市大字長洲3714-2 38-0553

桑原住設 桑原　春樹 宇佐市大字松崎2492-127 38-4627

(株)大建商会 椛田　英一 宇佐市大字長洲141-1 38-0409

南家庭電器 南　孝明 宇佐市大字金屋174-2 38-0297

大久設備 奥　繁文 宇佐市大字松崎2492-39 38-4117

吉井建設（株） 吉井　和行 宇佐市大字西大堀７２１番地の１ 38-5955

末宗建設(株) 末宗　光晴 宇佐市大字江須賀４０３７－４ 38-0550

（有）岩本建設工業 川島　利文 宇佐市大字長洲3057－10 38-5897

（有）川端建材店 川端　一弘 宇佐市大字長洲３９－１ 38-0234

本田設備 本田　誠 宇佐市大字岩保新田253番地の６ 38-2547

大聖工業株式会社 田上　豊勝 宇佐市大字長洲１０４９－１ 38-2561

ナカヤマ住設 中山　慎一郎 宇佐市大字江須賀３１５２－１ 38-0935

株式会社　ダイシン工建 四井　信行 宇佐市大字江須賀８１４ 38-5766

院内

事業者名称 代表者氏名 住所 電話番号

（株）野村建設 野村　竜治 宇佐市院内町下恵良793-1 42-6173

（有）丸正工業 小野　靖光 宇佐市院内町櫛野144-1 42-5055

（株）大弓建設 大弓　顕 宇佐市院内町二日市194-1 42-6327

（株）野畑建設 野畑　祐昌 宇佐市院内町上恵良780 42-5036

(有)浮城電気 浮城　栄一 宇佐市院内町原口408-2 42-5082

（株）岩男組 岩男　栄治 宇佐市院内町副1633－2 42-7322

（株）宮丸建設 宮丸　尚幸 宇佐市院内町香下364-1 42-6117

（株）久綱産業 久綱　信一 宇佐市院内町御沓630 42-7174

山久工業（株） 山崎　清一郎 宇佐市院内町副1244-1 42-6197

宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表



安心院

事業者名称 代表者氏名 住所 電話番号

(株)河野設備工業 河野　毅 宇佐市安心院町荘589-1 44-2213

アイ住宅設備サービス 岩男　陽一 宇佐市安心院町六郎丸613 48-2541

(有)神崎ラジオ店 神崎　朝彦 宇佐市安心院町木裳142-1 44-0277

(有)木村電建工業 木村　保美 宇佐市安心院町木裳262-3 44-1306

(株)ケイアイ設備サービス 芝田　明宥 宇佐市安心院町木裳261-1 44-1877

下村建設(株) 下村　和生 宇佐市安心院町下毛1890-1 44-0247

大正建設(株) 石川　公憲 宇佐市安心院町下毛2100-1 44-2111

三澤電工 三澤　藤昭 宇佐市安心院町鳥越229-2 44-4406

(資）臼杵建設 臼杵　一年 宇佐市安心院町荘849-1 44-0399

（株）衛藤組 衛藤　政通 宇佐市安心院町上市220-1 44-0191

(有)西川建設 西川　博文 宇佐市安心院町下毛2022-10 44-2004

（株）小森建設 小森　洋幸 宇佐市安心院町矢崎561-5 44-1310

株式会社　安部設備 安部　辰夫 宇佐市安心院町六郎丸500の2 48-2320

（有）大一建設 石川　哲人 宇佐市安心院町下毛1680 44-1321

開成建設工業株式会社 遠嶋　幸弘 宇佐市安心院町東椎屋58-2 48-2555

宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表



市外

事業者名称 代表者氏名 住所 電話番号

(有)矢次電気工業 矢次　広伸 中津市大字諸田981番地の1 0979-32-5934

(有)大和設備工業所 野見山　浩 中津市中殿町3丁目10-8 0979-22-2086

(有)木崎工務店 木崎　新司 中津市大字永添290-6 0979-23-3892

アクア工業株式会社 川原口　英人 中津市牛神字石原26-4 0979-22-1959

協栄工業(株) 佐藤　総一 大分市大字下郡字千鳥3225-23 097-569-5800

(株)向野工務店 向野　正悟 中津市大字蛎瀬1215-25 0979-23-1925

(株)阿部建設 阿部　傑 中津市大字角木97-20 0979-22-5936

(株)ながそえ 永添　豊治 中津市沖代町2丁目2番地13 0979-22-0611

(有)サクラ住宅設備 佐田　篤子 中津市大字下宮永645-7 0979-24-2173

(株)富士設備 甲斐　憲章 中津市大字福島1067-20 0979-32-5987

木ノ上電気店 志土地　徳人 大分市大字木ノ上895 097-541-0254

(有)中村設備サービス 中村　彰宏 豊後高田市新地1673-2 0978-22-3586

(有)高松工務店 高松　丑生 中津市上如水410 0979-32-2892

(有)網中水道 網中　誠 大分市大字奥田727-4 097-543-1566

(株)南設備工業 南浴　康成 豊後高田市見目747-1 0978-54-3373

シビルワークス株式会社 矢永　良雄 中津市大字福島1120番地1 0979-64-6660

(株)つねひろ 恒廣　義明 中津市大字永添346-6 0979-24-0088

(有)ナカノ工業 中野　昭一 中津市大字犬丸2421-1 0979-32-7473

協和工業(株) 金子　諭 大分市大州浜1丁目4-34 097-558-4747

(株)松本総合設備 松本　晋作 中津市大字宮夫273-7 0979-24-5035

(株)木元電設 木元　朝子 杵築市大字猪尾64-5 0978-62-4726

中之島鉄工(株) 大鍛冶　昭一 豊後高田市御玉8-2 0978-24-0222

岡村電設工業(有) 岡村　勝信 中津市大字角木501-1 0979-22-6386

江藤設備(株) 織戸　和彦 大分市西新地1丁目8-30 097-558-1206

松尾機器産業(株) 松尾　隆 大分市花高松1丁目1-4 097-556-6277

(有)園田電機商会 園田　マリ子 別府市中須賀元町2組 0977-67-2100

阿部電管工業(株) 阿部　勝 中津市大字大塚65 0979-24-5250

富士輝工業(株) 伊東　一忠 大分市六坊北町6-60 097-545-9111

(株)中村建材店 中村　慎一郎 豊後高田市高田2145-1 0978-22-2307

株式会社　コーボウ設備工業 鶴原　一正 大分市大字三佐２１２２番地の８ 097-503-5855

(有)日高商会 日高　正義 中津市大字一ツ松215 0979-22-4081

(有)村本工務店 村本　英治 中津市大字下池永929-1 0979-22-2468

宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表



市外

事業者名称 代表者氏名 住所 電話番号

イークラフト 甲斐　一生 中津市大字大悟法４６－８ 0979-32-7752

(有)錦織工務店 錦織　克行 中津市大字角木１０３－１９ 0979-22-0284

(有)平野建材店 平野　幸正 豊後高田市高田2921-2 0978-22-2029

(株)ニシエイ 鴛海　泰就 中津市中央町2丁目3-16 0979-22-3678

(株)ダイキ 三ノ宮　光夫 大分市顕徳町3丁目1－16 097-540-6955

上山住機設備(有) 上山　潔 中津市大字東浜175-5 0979-24-5888

豊田住設 豊田　末敏 豊後高田市草地8388-4 0978-24-2421

(有)岡村環境開発 岡村　申弥 大分市坂ノ市中央3丁目3-5 097-592-1924

(有)岩本総合設備 岩本　松久 大分市乙津町3-11 097-521-3614

カッパー化成　(株) 藤原　哲治 中津市耶馬溪町大字深耶馬渓3380-1 0979-55-2633

(株)山本電業社 山本　和男 別府市末広町7-17 0977-22-2029

(有)幸野設備 幸野　広恵 大分市大字下郡２５０－１ 097-569-6583

(有)吉武電設 吉武　高吉 別府市上野口30-6 0977-25-2288

協業組合大分管工事センター 阿部　善一郎 大分市大州浜1丁目3-5 097-558-6976

(株)温水器産業 和田　英樹 大分市賀来北1丁目16-13 097-549-1621

(有)シマヤ水道工業 阿部　善一郎 大分市新春日町2丁目3-31 097-543-0503

(有)設備舎 阿部　数敏 大分市大字関園534-1 097-523-3177

(株)日昭総設 小松　宗資 大分市大字南297 097-524-0081

(株)松山商会 松山　義憲 中津市古博多町1572 0979-22-2878

株式会社サンプラス 古家　透 別府市南立石字尾ノ上1207番地の1 0977-22-5502

(株)三信工業 桑原　和博 大分市新貝１２番地１ 097-544-0136

(株)周防灘ビルサービス 岡本　隆 福岡県行橋市南大橋2丁目3-8 0930-22-7988

三信商事(株) 大家　桂子 中津市大字東浜１１２８番地２０ 0979-22-5608

西産工業（株） 西　幸一 大分市西大道2丁目2-27  097-543-0808

（有）新栄設備 長野　信太郎 速見郡日出町豊岡6100ー129 0977-72-0356

なみき（株） 中尾　正和 中津市沖代町２－７－８ 0979-64-8311

（有）西武設備　 池見　光正 別府市青山町8-21 0977-26-0550

(有)安藤設備 安藤　幸子 豊後高田市草地1791-1 0978-24-0302

ミヤモト設備工業 宮本　秋義 国東市安岐町塩屋237 0978-67-1469

（有）冨士設備工業　 安部　清茂 大分市荏隈633-2 097-545-0283

（株）マイカン 安倍　直 大分市大州浜1丁目９－４ 097-551-4000

奥田建設（株） 奥田　均 豊後高田市払田１１０番地 0978-22-0425

宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表



市外

事業者名称 代表者氏名 住所 電話番号

蓮田設備 蓮田　輝一 豊後高田市界３３３番地１ 090-8768-7295

株式会社　ＫＯＵＥＩ工業　 秦　健一 大分市高松２丁目６番１０号 097ｰ553ｰ5532

株式会社　ガス設備 亀岡　茂喜 大分市大字鶴崎２１５４番地の１ 097-527-3175

有限会社　平原工業 平原　隆三 中津市大字伊藤田２９００番地 0979-32-6713

株式会社　城南設備工業 岩田　辰三 大分市大字津守２３０番地の５ 097-568-7344

上田水道工業株式会社 上田　利男 大分市大字津守２３０番地の６上野町10番12号 097-543-0329

株式会社　九設 田島　貴博 大分市大字津守５００番地 097-569-3526

Ｇｒｅｅｎ　スペース 中島　典行 大分市御幸町１３組 090-9569-7914

(有)フジ電 藤本　剛治 中津市大字大悟法795 0979-321515

有限会社　安部技建 安部　進 別府市スパランド豊海Ｂ組１ 090-4999-7529

株式会社　日大 黒瀬　孝一 中津市大字福島１６４２番地の１ 0979-64-6464

江尻設備 江尻　純二 大分市明野西2丁目16番5号 097-556-4302

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

岡部工業 岡部　晃太郎 豊後高田市西真玉３５６７番地１ 090-4346-2382

加藤工業株式会社 加藤　弘孝 大分市大字三佐2431番地の２ 097-521-1321

株式会社　ＤＡＩ　ＴＷＯ 栗林　大介 別府市大字鶴見2998番地の7 0977-76-5812

昭和工業 友成　新吾 行橋市南大橋４丁目１７－２７ 0930-24-0218

大神電気 谷口　信茂 速見郡日出町大字大神３１４３ 0977-72-0213

ひびき株式会社 植山　守 中津市大字福島２１４９－１ 0979-32-7103

三菱電機システムサービス株式会社 佐久目　誠記 東京都世田谷区太子堂４丁目１番１号 03-5431-7750

オルタスクリエイト 稙田　秀隆 大分市小佐井１丁目９番１４号 097-592-7178

株式会社　Ｎ‐Ｖｉｓｉｏｎ 中村　信幸 広島市中区舟入幸町２１－２３１Ｆ 082-275-5227

株式会社　アクアライン 大垣内　剛 広島市中区上八丁堀８－８ 082-502-6644

有限会社　スミ設備工業 角　浩一郎 八女市川犬1349-1 0943-22-5465

有限会社　島崎設備工業 島崎　保男 中津市大字是則301-1 0979-32-3745

総合設備業　上田工務店 上田　秀二 中津市大字福島２６９１－２ 0979-32-7660

株式会社　クラシアン 鈴木　一也 神奈川県横浜市港北区新横浜１－２－１ 045-473-8181

徳丸設備株式会社 德丸　健太郎 中津市沖代町２丁目６番２１号 0979-53-8313

株式会社　ツー・バイ・ツー 河野　豊 別府市大字南立石５３５番地の１ 0977-23-3344

有限会社　三好電気 三好　久利 中津市大字永添１８６４番地の１４ 0979-24-0112

宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者（指定工事業者）一覧表


