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6 株式会社 荒木電器 南島原市深江町乙965番地 0957-72-2613

24 入江設備 南島原市深江町丁3361番地3 0957-72-5662

30 上田電設 南島原市深江町丁3151番地3 0957-72-4315

56 三友興業 南島原市深江町丁2328番地 0957-72-2326

66 諏訪電器商会 南島原市深江町丁4607番地5 0957-72-3827

73 有限会社 大昭設備 南島原市深江町丁7491番地9 0957-72-5972

92 橋本建材店 南島原市深江町丁3689番地 0957-72-2139

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

19 伊藤電機商会 南島原市布津町甲1468番地 0957-72-3105

28 植木商店 南島原市布津町甲1888番地 0957-72-3901

32 大平金物店 南島原市布津町甲1467番地6 0957-72-2105

40 木場電機 南島原市布津町甲1137番地3 0957-72-2265

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

104 本多兄弟商会 南島原市布津町甲706番地2 0957-72-4317

106 本多設備 南島原市布津町丙999番地 0957-72-6065

121 ヤマダ住設 南島原市布津町乙1934番地 0957-72-5265

159 湯田 南島原市布津町乙1589番地2 0957-72-2306

8 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

52 三栄鉄工所 南島原市有家町石田1335番地 0957-82-2658

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

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

80 田中鉄工所 南島原市有家町山川1395番地 0957-82-2426

105 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

111 丸新 南島原市有家町尾上2905番地 0957-82-2371

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

133 末吉設備 南島原市有家町大苑2162番地2 0957-82-3884

168 中村工業 南島原市有家町蒲河2263番地 0957-82-5142

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

14 石川金物店 南島原市西有家町須川716番地 0957-82-2261

27 株式会社 植木機械 南島原市西有家町須川428番地2 0957-82-2334

49 佐伯電器 南島原市西有家町須川999番地 0957-82-3031

71 有限会社 善徳丸商店 南島原市西有家町須川1230番地1 0957-82-2498

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

91 芳賀電機 南島原市西有家町龍石793番地 0957-82-8714

126 吉田組 南島原市西有家町龍石5947番地 0957-82-2603

181 草野設備 南島原市西有家町里坊145番地 0957-82-3050
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株式会社 野田組 南島原市北有馬町丙2956番地1 0957-84-2894

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

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

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

88 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

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

113 宮嵜設備 南島原市南有馬町乙2426番地1 0957-85-2509

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

151 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 0957-85-3512

161 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 0957-65-6071

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

22 合資会社 今村商店 南島原市口之津町丙4247番地 0957-86-4155

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

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

78 有限会社 高木電気商会 南島原市口之津町丙2007番地2 0957-86-2246

82 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

96 はらだ電器 南島原市口之津町甲3006番地 0957-86-2253

115 森崎電気工事店 南島原市口之津町丙2159番地8 0957-86-3452

124 ユウワ設備工業 南島原市口之津町丙4225番地1 0957-86-5480

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

10 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

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

31 太田電機 南島原市加津佐町己102番地2 0957-87-2161

37 加津佐電機商会 南島原市加津佐町己2774番地 0957-87-2325

50 酒井コンロ店 南島原市加津佐町乙477番地1 0957-87-2520

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

97 原田電機商会 南島原市加津佐町己3096番地 0957-87-2167

120 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

143 船戸建設 南島原市加津佐町乙1823番地 0957-87-2512
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43 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

47 後藤設備 島原市本町甲147番地1 0957-63-3039

51 坂本設備 島原市有明町湯江丁683番地5 0957-68-3985

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

64 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

68 設備の小鉢 島原市柏野町2778番地1 0957-62-5897

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

84 中尾設備サービス 島原市新馬場町882番地2 0957-63-5920

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

98 株式会社 平尾組 島原市原町甲296番地 0957-62-3005

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

102 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

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

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

137 三愛工業 株式会社 島原市有明町湯江丁3627番地4 0957-68-1141

138 坂田住設 島原市有明町湯江丁381番地 080-5259-1606

146 株式会社 三青 島原市下折橋4560番地 0957-62-3656

150 寺田設備 島原市寺中町2411番地1 0957-63-4431

152 合資会社 川本商店 島原市湊町46番地 0957-62-3483

155 有限会社 島原管工社 島原市新田町465番地21 0957-63-0342

162 有限会社 有明清掃 島原市有明町大三東戊3919番地 0957-68-1368

171 入江管工事 島原市新湊二丁目丁2555番地2 水田アパート2号 090-9600-2026

175 有限会社 松本燃料店 島原市北安徳町丁2367番地 0957-62-2966

180 島原Gエナジー 株式会社 島原市高島2丁目7192番地 0957-63-1313

182 遊電館 島原市宇土町乙693番地7 0957-63-2789

184 湧設備 島原市上の原一丁目6263番地 0957-63-0280

185 立光設備 島原市北安徳町丁3168番地1 0957-71-3205

186 ほのか設備 島原市新湊二丁目丙1711番地50 0957-60-4671

4 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

44 KMD工業 雲仙市国見町神代丙128番地2 0957-78-0758

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

61 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

81 株式会社 塚野住設 雲仙市国見町多比良戊416番地 0957-78-5100

87 有限会社 中村金物 雲仙市吾妻町大木場名111番地2 0957-38-2140

119 山武工業 有限会社 雲仙市吾妻町阿母名1987番地1 0957-38-3272

132 有限会社 山口住器 雲仙市千々石町戊117番地１ 0957-37-2596

139 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

142 株式会社 小田電気工事 雲仙市国見町多比良乙408番地１ 0957-78-2681

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

163 有限会社 吉田産業 雲仙市国見町土黒甲93番地 0957-78-3318

169 千々石開発 有限会社 雲仙市千々石町甲537番地 0957-37-2506

174 ファイ工業 雲仙市吾妻町布江名707番地3 090-2502-2547

176 健雄 雲仙市国見町土黒甲963番地 0957-78-2249

183 アクアス設備 雲仙市国見町土黒戊202番地 0957-73-9066

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

46 株式会社 古賀住設 諫早市貝津町671番地16 0957-25-8500

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

62 株式会社 伸工舎 諫早市川床町376番地2 0957-22-5049

123 ユーアイ設備工業 株式会社 諫早市城見町34番13号 0957-23-2302

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

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

148 高来テック 株式会社 諫早市高来町黒崎457-11 0957-32-2910

153 斉藤設備 諫早市川内町421-3 0957-21-2696

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

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

本       社　神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 045-473-8181

長崎営業所　諫早市多良見町化屋480-6 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾃｨｵ1階 0957-43-7051

187 STEP設備 株式会社 諫早市森山町下井牟田２２４２番地 0957-51-6723
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160 有限会社 大和設備工業 大村市協和町799番地1 0957-54-6323

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

42 九設工業 株式会社 長崎市大橋町19番７号 095-847-8651

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

63 水土工業 株式会社 長崎市城山町13番2号 095-862-6262

93 株式会社 浜創 長崎市茂木町890番地9 095-836-0112

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

149 野中住設 長崎市音無町8番10号 095-849-2052

167 山内設備工業 長崎市田中町492番地1 095-839-4897

本社　東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 03-5431-7750

長崎ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ　長崎市丸尾町4番4号 095-834-1116

本社　岡山県岡山市北区西花尻1168番地2 086-259-3957

長崎営業所　長崎市江里町6番地1号 095-842-5021

179 株式会社 新三重 長崎市多以良町560番地3 095-850-1000

188 有限会社 長崎燃器サービス 長崎市幸町4番地10　NKビル2F 095-825-4763

136 ヒロプランニング 西彼杵郡長与町岡郷111番地15 095-883-8996

157 株式会社 イースマイル 大阪市中央区瓦屋町3-7-3 イースマイルビル 06-7739-2525

173 株式会社 アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号第1ウエノヤビル6F 082-502-6644

177 株式会社 N．I．C 広島県広島市中区舟入幸町21-23 1F 082-275-5227
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