
　　　　　　　　　　　垂 水 市 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 一 覧　　　（令和4年10月7日時点）

指定
番号

地　区 屋　号 住　所 電　話

1 市内 株式会社　美坂工業 垂水市錦江町１番地１０９ 0994-32-0226

3 市内 株式会社　古田水道建設 垂水市田神６４９番地 0994-32-0087

4 市内 有限会社　濵畑水道 垂水市市木２４８番地１ 0994-32-0106

5 市内 有限会社　三和設備工業 垂水市旭町１３番地１ 0994-32-4456

8 市内 株式会社　池田建設 垂水市下宮町４３番地 0994-32-0727

26 市内 川越建設　株式会社 垂水市浜平２０５９番地 0994-32-0215

33 市内 有限会社　堀之内建設 垂水市高城７８０番地 0994-32-0695

45 市内 株式会社　森組 垂水市市木２２８番地１ 0994-32-9010

46 市内 有限会社　永吉電機建設 垂水市市木２２０１番地 0994-32-0994

50 市内 有限会社　アイ設備 垂水市海潟５６３番地 0994-32-1218

56 市内 株式会社　上津建設 垂水市二川１０２２番地 0994-36-2003

58 市内 竹下プロパンガス 垂水市海潟１２１０番地４ 0994-32-1028

59 市内 有限会社　丸徳建設 垂水市牛根境１０９５番地 0994-36-3328

74 市内 有限会社　錦江ガス 垂水市牛根境７８５番地１１ 0994-36-3600

75 市内 ジュンテック 垂水市牛根境１１７０番地１４ 0994-36-3029

90 市内 ヤマヒラ設備 垂水市本城３０８番地３２ 0994-32-4417

92 市内 株式会社Misumi　ミスミガス垂水店 垂水市上町１８番地１ 0994-32-1161

103 市内 株式会社　楓設備工業 垂水市市木１７９番地２ 0994-32-7632

109 市内 司設備 垂水市市木２２８７番地１ 0994-32-2374

118 市内 有限会社　ミサカガス 垂水市南松原町８７番地３ 0994-32-0271

125 市内 ㊥水道 垂水市田神２２０８番地１ 090-3602-3134

126 市内 前田設備 垂水市松原町５１番地１ 090-8220-4730

9 鹿屋市 株式会社　吉留住設 鹿屋市寿２丁目３３７０番地２ 0994-43-8811

10 鹿屋市 株式会社　児島設備工業 鹿屋市笠之原町１５１７番地２ 0994-43-4041

13 鹿屋市 日昇　株式会社 鹿屋市旭原町２６３２番地１ 0994-44-7811

17 鹿屋市 共和建設興業株式会社 鹿屋市打馬１丁目３番１５号 0994-44-2211

20 鹿屋市 桂木設備 鹿屋市吾平町麓１７３０－１ 0994-58-6022

21 鹿屋市 株式会社　札元電設 鹿屋市田崎町８５４番地１ 0994-43-3274

24 鹿屋市 有限会社　白水電器水道設備 鹿屋市白水町６９８番地２ 0994-46-3211

31 鹿屋市 大隅設備　株式会社 鹿屋市上谷町７番１２号 0994-43-8822

37 鹿屋市 有限会社　井上設備 鹿屋市新生町２３番５号 0994-43-5663

38 鹿屋市 三州設備　株式会社 鹿屋市札元２丁目３６８３番地１１ 0994-43-8010

41 鹿屋市 大洋設備　有限会社 鹿屋市横山町１５５３番地２ 0994-48-2507
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42 鹿屋市 株式会社　エイワ工業 鹿屋市上谷町１３５３４番地１ 0994-44-9009

43 鹿屋市 アポロ工務店 鹿屋市旭原町２６３０番地１ 0994-44-7871

44 鹿屋市 有限会社　鹿屋管工業 鹿屋市郷之原町１５１５１番地 0994-31-1107

76 鹿屋市 有限会社　井手口設備企画 鹿屋市川西町３８７８番地８ 0994-41-5102

77 鹿屋市 黒木設備 鹿屋市寿８丁目１５番１１号 0994-44-4228

82 鹿屋市 大輝水道工業　有限会社 鹿屋市花岡町４１７２番地 0994-31-8839

83 鹿屋市 有限会社　福栄設備 鹿屋市串良町有里４１０２番地２ 0994-63-1006

89 鹿屋市 園田住設 鹿屋市輝北町上百引４００３－５ 0994-486-0951

94 鹿屋市 有限会社　あじさか 鹿屋市西原２丁目５番４１号 0994-42-2804

96 鹿屋市 タナカ設備 鹿屋市吾平町麓３３８１番地２ 0994-58-6951

97 鹿屋市 下田設備 鹿屋市下祓川町１２７０－２ 0994-44-8042

104 鹿屋市 テル設備 鹿屋市串良町有里７３３０－７ 0994-62-3778

110 鹿屋市 平成エネルギー工業株式会社 鹿屋市串良町有里４１４０番地 0994-63-4177

111 鹿屋市 株式会社　松元住設 鹿屋市下祓川町２１００番地６ 0994-42-7327

113 鹿屋市 株式会社　ミヨシテック 鹿屋市寿８丁目６番１９－３号 0994-41-6210

114 鹿屋市 太田屋設備 鹿屋市野里町３９１９番地３ 0994-44-6851

124 鹿屋市 新馬場商会　株式会社 鹿屋市浜田町１２２６番地２ 0994-36-7097

127 鹿屋市 鹿児島水道サービス 鹿屋市旭原町２４０６番地７ 090-4580-7507

129 鹿屋市 株式会社　九電工　鹿屋営業所 鹿屋市永野田町７５０番１６号 0994-44-3211

23 県内（鹿屋市除く） 有限会社　マキ水道設備 肝属郡肝付町新富６６９９番地１ 0994-65-7777

25 県内（鹿屋市除く） 株式会社　川原設備 曽於市末吉町二之方６０６１番地１ 0986-76-3394

35 県内（鹿屋市除く） アイテック　株式会社 鹿児島市吉野町２５３０番地 099-243-6883

49 県内（鹿屋市除く） 有限会社　外園設備 鹿児島市坂之上七丁目３６番１号 099-261-1325

53 県内（鹿屋市除く） 有限会社　キュウセツ 鹿児島市皇徳寺台３丁目４５番７号 099-265-6027

55 県内（鹿屋市除く） クリーン開発　株式会社 霧島市隼人町見次３１５番地２ 0995-43-0503

61 県内（鹿屋市除く） マルユー工業　株式会社 鹿児島市岡之原町４３００番地７２２ 099-228-0370

64 県内（鹿屋市除く） 有限会社　徳留工業 肝属郡錦江町神川３１１７番地 0994-22-0587

68 県内（鹿屋市除く） 有限会社　河野商事 肝属郡錦江町城元８９９番地３ 0994-22-1760

73 県内（鹿屋市除く） 株式会社　末広 霧島市隼人町西光寺１０番地 0995-42-0654

80 県内（鹿屋市除く） 正栄企画 霧島市福山町福山５０４５番地９６ 0995-56-1946

85 県内（鹿屋市除く） イワキ設備工業 霧島市国分川原１３７７番地１５ 0995-47-7836

87 県内（鹿屋市除く） 有限会社　池田冷熱工業 霧島市国分川内２５８８ 0995-54-8550

88 県内（鹿屋市除く） 大川内設備　株式会社 曽於市末吉町二之方２４８６番地３ 0986-76-2118
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91 県内（鹿屋市除く） 有限会社　下西電設工業 肝属郡肝付町新富２７６ 0994-65-2247

93 県内（鹿屋市除く） 有限会社　西部住設 霧島市隼人町内４４７－１ 0995-42-9303

95 県内（鹿屋市除く） 安田設備工業　株式会社 霧島市国分広瀬三丁目１番３６号 0995-45-0492

98 県内（鹿屋市除く） 株式会社　司工業 鹿児島市田上７丁目３５番１１号 099-254-1001

99 県内（鹿屋市除く） 有限会社　松山設備 霧島市溝辺町三縄５５０－４ 0995-59-2149

100 県内（鹿屋市除く） 有限会社　ミタライ建設工業 姶良市西餅田３０５８番地４２ 0995-65-4685

101 県内（鹿屋市除く） 有限会社　大洋水道 姶良市加治木町木田４６０５番地１６ 0995-63-4196

102 県内（鹿屋市除く） 有限会社　せいすい技業 鹿児島市吉野町８５５２番地５ 099-295-7085

106 県内（鹿屋市除く） 有限会社　林元設備 霧島市国分郡田８７８番地４ 0995-47-0326

107 県内（鹿屋市除く） 有限会社　水交設備 鹿児島市武１丁目４３番９号 099-258-6400

108 県内（鹿屋市除く） 日松リビング設備株式会社 鹿児島市田上台１丁目２６番２号 099-811-6776

112 県内（鹿屋市除く） 三菱電機ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ㈱　鹿児島ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 鹿児島市卸本町７－１７ 099-260-2421

115 県内（鹿屋市除く） アクアライフ株式会社 鹿児島市皇徳寺台２丁目４番２０－３４号 099-204-7804

116 県内（鹿屋市除く） ヒナタ工業株式会社 鹿児島市甲突町１５番１８号 099-226-7800

119 県内（鹿屋市除く） 有限会社　龍盛設備工業 鹿児島市伊敷台四丁目２番３号 099-229-7897

120 県内（鹿屋市除く） 十文字工業　株式会社 鹿児島市鴨池二丁目１４番１号 099-254-4667

121 県内（鹿屋市除く） 新生冷熱工業　株式会社 鹿児島市錦江町３番３７号 099-248-7177

122 県内（鹿屋市除く） 株式会社　マサミ 鹿児島市玉里団地一丁目３８番５号 099-229-0280

123 県内（鹿屋市除く） 有限会社　有馬電建 肝属郡肝付町新富４６２８番地２ 0994-65-2372

128 県内（鹿屋市除く） 株式会社　南日本総合サービス 鹿児島市小川町１５番地１ 099-224-3833

130 県内（鹿屋市除く） 株式会社　美喜設備 鹿児島市田上８丁目１６－１５ 099-213-9972

34 県外 中尾設備　株式会社 都城市年見町２８号５番１ 0986-24-0446

105 県外 株式会社　フクオカ総合設備 宮崎県都城市菓子野町１１６６６番地２ 0986-45-4567

117 県外 株式会社N-Vision 広島県広島市中区鶴見町８番５７号 082-275-5227
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