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92 三友興業 南島原市深江町丁２３０２番地２ 0957-72-2326

103 入江設備 南島原市深江町丁３３６１番地３ 0957-72-5662

114 株式会社 光栄 南島原市深江町丁７７１３番地１ 0957-73-9317

9 株式会社 ダイマル 南島原市布津町乙１５６６番地 0957-72-5168

82 ヤマダ住設 南島原市布津町乙１９３４番地 0957-72-5265

110 有限会社 松島工務店 南島原市布津町丙６７４番地 0957-72-5063

7 株式会社 本多住宅産業 南島原市有家町蒲河４２７番地１ 0957-82-2297

10 合資会社 吉田屋産業 南島原市有家町山川７８６番地２ 0957-82-2201

11 有限会社 丸新 南島原市有家町尾上２９０５番地 0957-82-2371

40 有限会社 有家給水設備 南島原市有家町尾上５８２６番地 0957-82-0732

71 合資会社 善徳丸商店 南島原市有家町大苑３番地 0957-82-2820

124 株式会社 田浦工務店 南島原市有家町山川４３４番地 0957-82-2562

3 佐伯電器 南島原市西有家町須川９９９番地 0957-82-3031

4 株式会社 植木機械 南島原市西有家町須川４２８番地２ 0957-82-3052

8 伊藤建設 南島原市西有家町見岳１４２０番地 0957-82-3820

14 吉田組 南島原市西有家町龍石５９４７番地 0957-82-2603

16 株式会社 近藤組 南島原市西有家町須川１１４３番地 0957-82-2417

17 株式会社 夢進 南島原市西有家町長野４５６番地１ 0957-82-8780

49 有限会社 いざき 南島原市西有家町須川３６０番地１ 0957-82-2709

54 株式会社 西松 南島原市西有家町須川１０８番地１ 0957-82-8720

126 草野設備 南島原市西有家町里坊１４５番地 0957-82-3050

121 北有馬 株式会社 野田組 南島原市北有馬町丙２９５６番地１ 0957-84-2894

33 有限会社 ナカムラ実業 南島原市南有馬町戊４８番地１ 0957-85-3538

51 株式会社 高木産業 南島原市南有馬町己１３番地９ 0957-84-2612

64 株式会社 有馬 南島原市南有馬町乙１１０番地１ 0957-85-3561

66 有限会社 杉本組 南島原市南有馬町乙３８３７番地３ 0957-85-2154

68 株式会社 松尾組 南島原市南有馬町乙１２２０番地２ 0957-85-3131

75 有限会社 永田建設 南島原市南有馬町甲５１番地３ 0957-85-2426

84 南島原市南有馬町乙２４２６番地１ 0957-85-2509

90 本多温熱機商会 南島原市南有馬町丁３９５番地３ 0957-85-2196

94 株式会社 アダチ 南島原市南有馬町乙２３７７番地４ 0957-85-3498

106 株式会社 一ノ瀬商店 南島原市南有馬町戊２１３番地 0957-85-3932

107 株式会社 吉川組 南島原営業所 南島原市南有馬町乙２７３２番地２ 0957-85-3933

118 有限会社 ウォーターテクノ 南島原市南有馬町戊４８番地７ 0957-85-6071

22 今村給水設備 南島原市口之津町甲２１７６番地１ 0957-86-3456

23 合資会社 今村商店 南島原市口之津町丙４２４７番地 0957-86-4510

27 株式会社 三喜工業 南島原市口之津町丁５７７１番地１ 0957-86-2653

30 合資会社 善徳丸商会 南島原市口之津町丙４１３４番地 0957-86-4121

32 有限会社 十一屋プロパン 南島原市口之津町甲２７０１番地１ 0957-86-2240

78 ユウワ設備工業 南島原市口之津町丙４２２５番地１ 0957-86-5480
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19 有限会社 井川建材店 南島原市加津佐町乙２６１番地２ 0957-87-2048

20 株式会社 池田住設 南島原市加津佐町己３２７３番地 0957-87-2249

28 有限会社 サンケン 南島原市加津佐町己３３５３番地３ 0957-87-2022

38 有限会社 山田建材店 南島原市加津佐町己３７４８番地５ 0957-87-3059

39 有限会社 アカイケ 南島原市加津佐町乙８６５番地２ 0957-87-2232

87 有限会社 林田土建 南島原市加津佐町戊４５１５番地 0957-87-2536

2 星野管工設備 株式会社 島原支店 島原市大手原町甲２１４１番地３０ 0957-63-1133

37 有限会社 若林勇商店 島原市新町１丁目２３０番地 0957-62-3978

50 株式会社 吉田建設工業 島原市有明町大三東戊９８２番地３ 0957-68-0222

55 大和工業 株式会社　 島原市崩山町６８０５番地１８ 0957-63-4077

57 三信設備 有限会社　　 島原市大下町丙１１９１番地２０ 0957-63-2765

65 株式会社 平尾組 島原市原町甲２９６番地 0957-62-3005

76 株式会社 九電工 島原営業所 島原市前浜町丙１３８番地１ 0957-62-3191

80 有限会社 杉田ボーリング事業所 島原市南崩山町丁２５０２番地 0957-73-9081

91 後藤設備 島原市本町甲１４７番地１ 0957-63-3039

93 有限会社 北栄設備工業 島原市中野町丙４１番地 0957-63-5182

113 有限会社 長崎浄設 島原市北安徳町丁１１８９番地１ 0957-62-7392

122 株式会社 矢加部商店 島原市広馬場町３３２番地 0957-62-3186

125 湧設備 島原市上の原一丁目６２６３番地 0957-63-0280

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

46 高伸工業 有限会社　　 雲仙市小浜町北木指１８５５番地１ 0957-75-0723

48 有限会社 シンセントエコテック 雲仙市南串山町甲５１３６番地 0957-76-3031

97 株式会社 みずほ電設 雲仙市瑞穂町古部乙８１９番地１ 0957-77-4151

102 有限会社 クリーン工業 雲仙市愛野町乙１８７７番地３ 0957-36-0382

123 健雄 雲仙市国見町土黒甲９６３番地 0957-78-2249

127 株式会社 塚野住設 雲仙市国見町多比良戊４１６番地 0957-78-0839

15 株式会社 伸工舎 諫早市川床町３７６番地２ 0957-22-5049

41 量祐設備 株式会社　 諫早市津久葉町５番地６４ 0957-26-3532

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

108 斉藤設備 諌早市川内町４２１－３ 0957-21-2696

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

116 豊工業 株式会社　 諫早市福田町４７番１５号 0957-22-3643

128 STEP設備 株式会社　 諫早市森山町下井牟田２２４２番地 0957-51-6723

47 株式会社 浜創 長崎市茂木町８９０番地９ 095-836-0112

53 株式会社 松栄設備 長崎市立山５丁目４番３０号 095-824-1793

59 ヤナガワ工業 株式会社　 長崎市金堀町５４番６号 095-861-5636

60 水土工業 株式会社　 長崎市城山町１３番２号 095-862-6262

62 株式会社 長与管工設備工業所 長崎市女の都４丁目１番１９号 095-845-3229

99 翔陽設備 有限会社　　 長崎市平間町５９２番地５ 095-838-7001

117 山内設備工業 長崎市田中町４９２番地１ 095-839-4897

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

111 山本工業 佐世保市天神２丁目６番３号 0956-31-9194

119 みやざき設備 大村市杭出津１丁目７１９番地６ 0957-42-3083
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