
周南市排水設備指定工事店一覧 （R3.11.1時点　177社）

指定工事店名 所在地 電話番号

徳山地区

株式会社イタミ 周南市鼓海2丁目118-71 0834-26-1188

エイト設備 周南市大字須々万本郷1187-3 0834-88-1336

有限会社カメヤマ 周南市大字須々万奥１１１８－１ 0834-88-0204

株式会社K.H.T 周南市今宿町三丁目２３番地 0834-32-1999

株式会社建工設備 周南市大字久米１２９９番地の３８ 0834-36-0022

株式会社小池住設 周南市大字戸田3065番地の2 0834-82-1291

株式会社広陽水道 周南市原宿町４番１２号 0834-22-2185

有限会社斉藤設備 周南市大字徳山４４８５番地の６ 0834-31-1395

三興設備株式会社 周南市大字徳山４７２０番地の４ 0834-32-0222

有限会社嶋田工務所 周南市大字徳山587番地の11 0834-31-1420

株式会社周北設備 周南市大字須々万本郷983番地の1 0834-88-0377

有限会社神光 周南市栄町２丁目４７番地 0834-31-1220

株式会社シンリツ 周南市大字久米３２７－１１ 0834-28-5233

株式会社タムラ設備 周南市今宿2丁目16番地 0834-21-4659

忠興有限会社 周南市北山一丁目16番5号 0834-34-5505

有限会社東亜設備 周南市西松原3丁目4番5号 0834-27-4110

有限会社徳光燃料 周南市西松原一丁目３－１７ 0834-21-2156

西日本電業株式会社 周南市御山町8番1号 0834-27-5111

有限会社西村水道 周南市大字櫛ヶ浜字南浜２４２番７１ 0834-25-0425

波多野設備 周南市大字須々万本郷45-17 0834-88-2880

株式会社濱﨑工業 周南市大字栗屋455-5 0834-25-1405

平村設備工業株式会社 周南市横浜町１６番３６号 0834-31-0864

福本工業株式会社 周南市桜馬場通1丁目9番地 0834-21-0124

福谷産業株式会社 周南市岐南町８番３１号 0834-21-1408

フジ総業株式会社 周南市大字徳山５０４１番地 0834-31-9630

株式会社ホームクリーン 周南市大字徳山7510番地の37 0834-31-5828

丸二水道工業株式会社 周南市大字徳山4201番地 0834-21-1087

水色設備 周南市大字久米１２３９－８ 0834-34-9871

株式会社三保設備 周南市大字久米３０３７番地の３ 0834-25-0985

棟居設備工業株式会社 周南市大字上村３０５-３ 0834-63-1331

有限会社有紀土木工業 周南市大字須々万本郷５００番地の１ 0834-88-2565

湯野電気工事株式会社 周南市大字戸田1541番地の3 0834-83-3098

有限会社ＹＯＳＨＩＯＫＡ 周南市大字下上字土井９５５－９ 0834-64-3425

ヨシムラ設備 周南市大字徳山９９５－４７ 0834-32-6606

和田水道建設株式会社 周南市緑町三丁目１７番地 0834-31-0561

株式会社渡邊建設 周南市大字徳山5564番地の7 0834-21-9773

有限会社ワタナベ設備 周南市大字下上453番地 0834-62-0649
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新南陽地区

青木工業運輸株式会社 周南市浜田一丁目２番５号 0834-63-1220

有限会社アダチ 周南市温田一丁目１４－１３ 0834-62-2817

株式会社魚谷工作所 周南市浜田一丁目5番27号 0834-62-2342

梅田水道株式会社 周南市古市二丁目８番８号 0834-62-2475

ODA設備設計工事 周南市長田町１１番７ 0834-33-9350

寿工業 周南市富田2-9-3-202 0834-63-4829

佐伯建設株式会社 周南市中畷町1番13号 0834-63-0473

清水プロパン株式会社 周南市古泉一丁目１１番１７号 0834-62-0141

誠和工機株式会社 周南市古市1丁目13番15号 0834-63-0066

永冨設備 周南市川手二丁目5番28号 0834-63-8207

有限会社中村水道工事店 周南市花園町６番１５号 0834-63-6514

原本建設株式会社 周南市古川町４－２３ 0834-63-0544

フクオカ 周南市川崎三丁目１９－２９-１０１ 0834-62-4389

平和建設株式会社 周南市川手１丁目４番１号 0834-62-4670

マルタ産業株式会社 周南市古泉一丁目13番1号 0834-34-0805

株式会社悠花設備 周南市宮の前2丁目9-16 0834-51-5787

熊毛地区

大園住設 周南市大字大河内2100番地の138 0833-91-6722

有限会社笠井工業 周南市大字樋口850番地の4 0833-91-3154

兼年建設株式会社 周南市大字呼坂８５０番地１７４ 0833-91-3197

河口建設有限会社 周南市大字樋口１１４０ 0833-91-1050

熊毛美装ボイラセンター 周南市大字原4-3 0833-91-0128

周陽設備株式会社 周南市大字大河内９０３－４６ 0833-91-3742

株式会社田中工業 周南市大字清尾１９４－１ 0833-91-0624

トータル１坂本 周南市大字小松原１６９６番地の３ 0833-91-6934

西岡建設株式会社 周南市大字呼坂１１００番地の２ 0833-91-6155

西田設備 周南市大字八代１５０６ 0833-91-2832

葉月配管 周南市鶴見台6丁目2番7号 0833-91-3918

有限会社原田土木 周南市大字呼坂2447-19 0833-91-5222

福田建設 周南市大字小松原１８８８番地の４ 0833-91-0888

有限会社　藤井設備 周南市大字安田５２７番地 0833-91-0930

八代建設株式会社 周南市大字呼坂１４２番１ 0833-91-1210

鹿野地区

青木工務店 周南市大字鹿野上３１４３番地 0834-68-3857

有限会社上野土木 周南市大字鹿野上３０１１番地の１ 0834-68-2261

有限会社親和工業 周南市大字鹿野中1975番地 0834-68-2900

滝本水道工業所 周南市大字鹿野下１０１７番地の１４ 0834-68-2782

株式会社野原石油 周南市大字鹿野上３２６５番地 0834-68-2079

有限会社原屋建設 周南市大字鹿野上字東田尻2686-1 0834-68-3014

増野建設株式会社 周南市大字鹿野上２８４０番地の２ 0834-68-2238
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市外

有限会社梅山水道工業所 下松市新川三丁目2番28号 0833-41-1041

キハラ建設株式会社 下松市桃山町１０９番地９ 0833-46-0581

国益建設株式会社 下松市潮音町三丁目10-10 0833-41-0177

株式会社ショウケン 下松市末武中１１９２－１ 0833-48-9156

株式会社新ホーム周南支店 下松市東陽6丁目４番８号 0833-48-8000

株式会社タイセイ 下松市東海岸通り１番１３ 0833-44-2578

株式会社竹安工事 下松市潮音町８丁目２番５号 0833-41-1850

株式会社ニチリン 下松市東陽六丁目４－４ 0833-46-3377

有限会社福田電設工業 下松市生野屋西1丁目5番8号 0833-43-6878

みどり建設 下松市東豊井1507-22 0833-43-9766

南田設備 下松市切山51-1 0833-48-9160

有限会社ミヤタ 下松市生野屋四丁目２番７号 0833-43-5800

有限会社森田設備工業 下松市瑞穂町三丁目９番２号 0833-43-0628

ヨシモト設備工業 下松市潮音町1丁目5番35号 0833-41-2587

有限会社上野石油ガス　 光市大字小周防１６４２番地の２ 0833-77-1212

株式会社S・K設備 光市室積松原5番10号 0833-44-9843

大下設備 光市大字岩田307-12 0820-48-5669

有限会社光建産業 光市室積松原5-7 0833-79-1234

株式会社五栄 光市浅江６丁目１３番２２号 0833-74-1350

株式会社三電 光市光井２丁目４－５ 0833-71-0510

住久設備株式会社 光市島田七丁目１１番５号 0833-72-2400

清光産業株式会社 光市中央６丁目６番９号 0833-72-2833

有限会社田村設備 光市室積大町２４番１３号 0833-79-1113

テシマ電機 光市大字小周防2188番地1 0833-77-3772

中林建設株式会社 光市虹ヶ浜二丁目15番10号 0833-71-1672

虹設備 光市虹ヶ丘5丁目9-11 090-8240-7515

有限会社フジカワ 光市上島田9丁目1-12 0833-77-3118

有限会社平成設備 光市室積5丁目11-23 0833-79-2092

有限会社宝迫建設 光市大字小周防１６５８－５ 0833-77-5788

あかり電気株式会社 熊毛郡平生町大字竪ヶ浜848番地の5 0820-56-1917

三谷設備 熊毛郡平生町大字大野北55-8 0820-56-5911

有限会社ミヤサン設備工業 熊毛郡平生町大字平生町15-55 0820-56-7724

牛島電設工業株式会社 熊毛郡田布施町大字波野１６４－１０ 0820-52-2177

有限会社大三也 熊毛郡田布施町大字麻郷５８８－１５ 0820-52-3169

株式会社オカケン 熊毛郡田布施町大字波野２２０６－５ 0820-52-3788

有限会社尾崎設備 熊毛郡田布施町大字麻郷3024番地3 0820-55-5924

株式会社カミモト 熊毛郡田布施町大字波野33番地 0820-52-2727

株式会社栗原設備 熊毛郡田布施町大字下田布施728番地 0820-52-1129

株式会社公司 熊毛郡田布施町大字麻郷3036-13 0820-55-1888

コウノ設備 熊毛郡田布施町大字下田布施2823-12 0820-52-9011

しまはらホーム 熊毛郡田布施町大字麻郷373-6 0820-25-3906

有限会社シマモト設備 大島郡周防大島町大字久賀2596番地16 0820-72-1013
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トオル電気株式会社 柳井市新市沖２番１３号 0820-22-1378

上田総合設備有限会社 岩国市牛野谷町３丁目６－１ 0827-32-2211

栄和設備工業株式会社 岩国市周東町下久原１４９－１ 0827-82-5021

有限会社片山設備 岩国市岩国一丁目16-10 0827-43-1895

株式会社カワモト 岩国市玖珂町483番地26 0827-82-6031

株式会社桐田商会 岩国市元町二丁目１番２号 0827-21-5115

貞広住設株式会社 岩国市元町四丁目14番16号 0827-22-0466

塩田工業株式会社山口支店 岩国市御庄1359-3 0827-28-6210

シマヤ設備株式会社 岩国市錦見四丁目16番23号 0827-41-3705

株式会社創亀設備 岩国市牛野谷町3丁目40番21-2号 0827-35-6551

大成テクノ株式会社岩国事業所 岩国市御庄４丁目１１４－１ 0827-45-1900

たけし住設 岩国市由宇町港1丁目１１－２３ 0827-63-0113

株式会社CHATANI 岩国市平田3丁目24-17 0827-28-4417

東洋設備工業有限会社 岩国市牛野谷町三丁目４０－２１ 0827-32-3882

濱田電気工事 岩国市錦町広瀬３２９－１ 0827-72-3353

株式会社藤本設備 岩国市平田五丁目５０番１１号 0827-32-6858

株式会社フジモトダブリューリミテッド 岩国市今津町1丁目6-25 0827-28-4447

株式会社マサ・エンジニアリング 岩国市川西四丁目5番97-1号 0827-41-3112

株式会社ムラナカ設備 岩国市今津町3丁目11-31-2Ｆ 0827-28-4498

株式会社山下工業 岩国市南岩国町3丁目7番60号 0827-31-6231

有限会社山本設備 岩国市玖珂町４２４２番地の１ 0827-82-3910

株式会社由宇建材 岩国市由宇町港一丁目１０番１５号 0827-63-0001

和幸住設 岩国市通津1985-17 0827-38-2445

穴見工業株式会社 防府市大字新田1722番地 0835-27-3117

今川産商株式会社 防府市今市町５番１号 0835-22-3636

浦設備株式会社 防府市岸津二丁目30-17 0835-28-9711

有限会社大海住設 防府市大字新田1628番地1 0835-21-4354

株式会社岡田商会 防府市華園町２番７号 0835-22-1520

桂工業株式会社 防府市新築地町32番地の12 0835-22-3433

K Homeアテンダント 防府市今市町3-29 0835-25-1163

株式会社シンエイ 防府市桑山二丁目１１－２０ 0835-25-4105

新興設備株式会社 防府市高倉一丁目２２番１９号 0835-21-1203

株式会社シンセイキ 防府市中泉町16番21号 0835-22-6569

株式会社髙村住宅設備 防府市大字田島1747番地の1 0835-29-2656

有限会社伊達工業 防府市大字江泊１７２番地の７ 0835-28-0014

有限会社田中設備 防府市華城中央一丁目20番3号 0835-22-3713

タマキ 防府市大字新田1204-4 0835-21-2670

田村設備株式会社 防府市仁井令町２１－６ 0835-21-6836

ながと設備株式会社 防府市開出西町２３番５号 0835-22-1782

ニッカン 防府市大字浜方699-53 0835-38-7895

株式会社ファーストホーム 防府市国衙三丁目１番４１号 0835-26-4123

株式会社福光住建 防府市大字下右田844番地1 0835-27-2932

防府水道メンテナンス 防府市伊佐江町1番16号 0835-23-2973
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株式会社Ｍ．Ｄ．Ｌ 山口市深溝562番地6 083-989-6808
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きず設備 山口市小郡下郷1929番地 083-976-4026

共興建設有限会社 山口市仁保下郷3373番地 083-929-0106

工和建設㈱ 山口市小郡下郷1627番地12 083-973-5688

サンエイ設備株式会社 山口市大内問田３丁目２４番地７ 083-902-7188

株式会社サンショウ技建 山口市吉敷下東1丁目3-24 083-929-3200

積和建設中国株式会社山口支店 山口市小郡上郷5412番地 0827-85-5050

中国興産株式会社 山口市宮野上2431番地 083-921-1470

中村設備 山口市大内御堀３３２６ 083-902-5704

ノムラトータルサービス株式会社 山口市仁保下郷９６０番1 083-929-1888

有限会社　福永配管所 山口市矢原1184番地の13 083-922-3867

山口設備工業株式会社 山口市小郡高砂町2番28号 083-972-6259

三陽設備工業株式会社 宇部市大字中野開作字三の割271番地1 0836-41-1223

合同会社ワイズ設備 宇部市大字西岐波1452番地1 0836-55-4694

株式会社吉田興産 山陽小野田市大字小野田6326番地3 0836-83-8500

株式会社日栄建工 下関市稗田南町11番27号 083-252-2138

有限会社西日本工業 萩市大字椿東字玉太郎1046-10 0838-26-0240
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