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熊本 ㈲アイ・エヌ・ビー 熊本市東区画図町重富706－73 862-0947 096-379-3278 096-379-3648 稲葉 義輝 ○
熊本 ㈲アクアサービス 熊本市中央区帯山７丁目12－5 862-0924 096-381-7771 096-381-7747 内野 靜子 ○
熊本 ㈱旭振興 熊本市東区小山４丁目6-1 861-8045 096-389-8080 096-389-7648 坂田 誠治 ○
熊本 ㈲旭清掃社 熊本市東区上南部２丁目19-1 861-8010 096-389-1911 096-380-6123 内田 幸一郎 〇 ○ ○
熊本 旭電業㈱ 熊本市南区田迎６丁目11－3 862-0962 096-378-3151 096-378-3738 吉村 俊彦 ○
熊本 ㈲安達商会 熊本市南区城南町藤山3280－1 861-4223 0964-28-6088 0964-28-6663 安達 栄児 ○ ○
熊本 アムズ㈱ 熊本営業所 熊本市中央区水前寺４丁目36－4 862-0950 096-382-8545 096-382-6580 所長　吉住　博之 ○
熊本 ㈲いまい設備工業 熊本市南区元三町２丁目11－8 861-4105 096-357-8261 096-357-8158 今井 憲章 ○
熊本 ㈲植木環境保全 熊本市北区植木町轟261－4 861-0155 096-272-2286 096-273-2683 清田 信禰 ○
熊本 ㈲エムアール環境計画 熊本市中央区出水４丁目36-12 862-0941 096-342-4213 096-342-4216 今田 英夫 ○
熊本 ㈲エム･ケイ･シー 熊本市南区城南町宮地487-25 861-4202 0964-25-3117 0964-25-3118 村上 哲郎 ○
熊本 ㈲岡本住器設備 熊本市北区北迫町495 861-5531 096-245-0748 096-245-3212 岡本 一成 ○
熊本 川崎設備㈲ 熊本市西区蓮台寺５丁目3－5 860-0055 096-322-2255 096-324-7704 川崎 清正 ○
熊本 ㈱環境総合 熊本市中央区本山４丁目3－13 860-0821 096-325-2911 096-325-2913 阿部 隆 ○ ○ ○
熊本 ㈱九州環境保全 熊本市東区小山町1647－1 861-8030 096-388-0070 096-388-0069 佐伯 義輝 ○ ○
熊本 九州園田設備㈲ 熊本市東区下江津5丁目12-8 862-0960 096-378-5781 096-378-1090 園田　賢治 ○
熊本 九州ニッコー㈱ 熊本市東区桜木３丁目1－6 861-2101 096-365-9067 096-365-9070 木村 尊 ○ ○
熊本 九州藤吉工業㈱ 福岡市東区多の津４丁目７－14 813-0034 092-611-1890 092-611-2269 川畑 哲平 ○
熊本 ㈱協働社 熊本市東区御領５丁目9－75 861-8035 096-389-2720 096-380-9557 杉浦 慶司 ○ ○ ○
熊本 クボタ浄化槽システム㈱ 九州・沖縄支店 福岡市博多区博多駅前３丁目2－8住友生命博多ﾋﾞﾙ５階 812-0011 092-473-2540 092-473-2581 支店長　越智 恭三 ○
熊本 (協業)熊本清掃公社 熊本市中央区本荘町757－14 860-0816 096-368-3788 096-368-3793 堂園 歩 ○ ○
熊本 熊本設備㈱ 熊本市中央区水前寺６丁目42－9 862-0950 096-381-6041 096-381-0664 村本 正一 ○
熊本 ㈲熊本ニシカン 熊本市北区四方寄町665－1 861-5515 096-245-3886 096-245-3510 松岡 セツ子 ○ ○
熊本 ㈲熊本日化サービス 熊本市中央区島崎１丁目31－14 860-0073 096-354-0878 096-354-5954 赤星 良和 ○
熊本 熊本利水工業㈱ 熊本市北区大窪4丁目2－4 860-0083 096-345-1231 096-345-0300 前田 和幸 ○
熊本 ㈱桂史工業 熊本市南区近見7丁目13－49 861-4101 096-326-0885 096-326-1128 奥村 真史 ○
熊本 ㈱ケイナイン 春日市昇町6丁目112 816-0851 092-573-0033 092-573-0550 川本 隆記 ○
熊本 ㈱健康舎 熊本市北区清水本町19-14 861-8074 096-343-3511 096-343-3500 正源司　悠渡 ○ ○
熊本 ㈲光水メンテナンス 熊本市東区花立３丁目32－2 861-2118 096-369-4682 096-369-4404 福島 吉教 ○ ○
熊本 昭榮設備㈱ 熊本市西区上高橋１丁目3-17 860-0061 096-354-0700 096-354-2518 宮本 武晴 ○
熊本 ㈱誠工社 熊本市東区石原1丁目1-48 861-8046 096-389-2661 096-380-7633 岡本 曉宗 ○
熊本 積水ホームテクノ㈱西日本支店 九州営業部 福岡市博多区博多駅東３丁目12－24博多駅東QRビル４階 812-0013 092-433-1181 092-433-1185 所長　愛沢 智志 ○
熊本 大栄産業㈱ 福岡営業所 福岡市城南区樋井川３丁目19－1 814-0153 092-552-4904 092-511-8122 所長　梶原 博 ○
熊本 大管工業㈱ 福岡市中央区平尾３丁目1－3 810-0014 092-522-8406 092-524-1248 中島 栄一 ○
熊本 ㈱ダイキアクシス　福岡支店　熊本営業所 熊本市中央区世安町33-1 860-0823 096-366-3171 096-366-3173 所長　肥後 信孝 ○
熊本 ㈱高橋設備工業 熊本市南区城南町島田121-1 861-4236 0964-27-5788 0964-27-5794 高橋 和敏 ○
熊本 ㈱高宮城工業 熊本市北区弓削６丁目12-1-102号 861-8002 096-348-7055 096-348-7056 髙村 美喜子 ○
熊本 武田施設産業㈲ 熊本市南区合志３丁目7－35 861-4111 096-357-8876 096-357-9107 武田 浩 ○ ○
熊本 東洋工業㈱ 熊本市西区蓮台寺５丁目4－15 860-0055 096-359-6161 096-359-3976 本田 裕一朗 ○ ○
熊本 ㈲東稜設備工業 熊本市東区戸島6丁目10-68 861-8041 096-389-4510 096-389-9216 北村 信也 ○
熊本 ㈱東和 熊本市東区戸島１丁目8－27 861-8041 096-380-6011 096-380-6063 松本 貴士 ○ ○ ○
熊本 西川設備工業㈱ 熊本市東区三郎１丁目13－17 862-0922 096-384-3443 096-384-3474 西川 清明 ○
熊本 ㈱西原ネオ 九州支店 福岡市博多区井相田２丁目2－3 812-0881 092-586-1601 092-586-2133 支店長　馬庭 二郎 ○
熊本 ニッコー㈱広島営業所 広島市安佐南区中筋2丁目3-4藤崎ビル104 731-0122 082-831-0191 082-831-0193 岩倉 次郎 ○
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860-0047 096-277-1515 096-277-1516 所長　溝江 拓 ○

熊本 ㈱ＨＡＣＣＹＯＵ 熊本市中央区神水１丁目14－68 862-0954 096-381-1254 096-381-1908 田中 和徳 ○
熊本 フジクリーン工業㈱熊本営業所 熊本市東区御領２丁目19－18グレイスコート七番館106号 861-8035 096-388-3571 096-388-3573 所長 井藤 高志 ○ ○
熊本 ㈱松岡清掃公社 熊本市北区植木町今藤413－1 861-0104 096-272-0301 096-273-1236 松岡 修 ○ ○ ○
熊本 松本実業㈱ 熊本市東区尾ノ上２丁目2－5 862-0913 096-381-3251 096-381-2700 松本 景介
熊本 ㈱みかげ設備 熊本市東区戸島西7丁目2-33 861-8043 096-360-3253 096-360-0976 舩越　英基 ○
熊本 ㈱水の杜アイリープ 熊本市東区小山町1879－3-2F 861-8030 096-349-7522 096-349-7523 吉山 哲也 ○
熊本 ㈱みつとめ設備 熊本市中央区出水６丁目43－53 862-0941 096-371-2781 096-363-2588 満留 勝己 ○
熊本 ㈱源商店 熊本市東区東野１丁目3－67 861-2106 096-369-2617 096-367-7712 源 義則 ○
熊本 ㈲ミマス住宅機器 熊本市北区植木町滴水26-1 861-0133 096-272-4833 096-273-0553 正海 益之 ○
熊本 ㈲宮崎清掃社 熊本市南区富合町大町909-4 861-4145 096-357-8597 096-357-8623 宮崎 龍也 ○ ○
熊本 ㈱明誠設備 熊本市東区山ノ神２丁目10－1 862-0915 096-367-3434 096-367-3465 塚本 光輝 ○
熊本 ㈱森田設備 熊本市北区山室６丁目9－28 860-0084 096-344-0410 096-345-5960 森田 和博 ○
有明 ㈲アクア設備工業 玉名市玉名3584 865-0005 0968-72-2618 0968-72-4423 岩本 武士 〇
有明 ㈱アーステック 玉名市伊倉南方404-1 865-0045 0968-72-2962 0968-72-8700 田中 雄三郎 ○ ○
有明 有明衛研センター 玉名市繁根木160－8 865-0051 0968-72-2476 0968-72-2476 稲田 純一 ○
有明 有明環境技研㈱ 玉名郡玉東町稲佐154－4 869-0301 0968-71-4288 0968-71-4289 神田　利貞 ○ ○ ○
有明 ㈲きどや 玉名郡南関町関町1270 861-0803 0968-53-0011 0968-53-0208 野田 武利 ○
有明 ㈱九州設備工業 玉名市山田1223-1 865-0066 0968-74-2800 0968-74-2801 牧野 一夫 ○
有明 ㈱五心環境メンテナンス玉名 玉名市小浜252 865-0057 0968-72-0155 0968-72-0156 大家　順二 ○ ○
有明 ㈲田上総業 玉名市岱明町中土1059-2 869-0223 0968-57-2011 0968-57-2468 田上　一 ○
有明 玉名衛生管理事務所 玉名市永徳寺163-1 865-0024 0968-74-4571 0968-74-4571 富高 順次 ○
有明 ㈲玉名衛生協会 玉名市大倉337－1 865-0023 0968-72-2321 0968-73-4762 松村 彰 ○ ○
有明 ㈲玉名北部環境 玉名郡南関町細永1208-1 861-0831 0968-53-3173 0968-53-3489 武田 正巳 ○ ○ ○
有明 ㈱中央環境管理センター 荒尾市一部2157－4 864-0021 0968-68-3317 0968-68-7069 那須 良介 ○ ○ ○
有明 中央設備工業㈱ 荒尾市一部2157－4 864-0021 0968-68-5447 0968-68-7069 棚橋 史雄 ○ ○
有明 星子商会 玉名郡和水町平野891-2 861-0923 0968-34-3609 0968-34-3678 星子 浩良 ○
有明 ㈲前田設備工業 玉名市伊倉南方1349 865-0045 0968-73-3040 0968-73-2730 渡邊 祐二 ○
山鹿 アイビー浄水㈲ 山鹿市山鹿60 861-0501 0968-43-4660 0968-44-0791 石原 将智 ○
山鹿 ㈲池田設備 山鹿市平山1172 861-0556 0968-43-5547 0968-44-2728 池田 孝一 ○
山鹿 ㈲岩野石油 山鹿市鹿北町四丁1630－2 861-0601 0968-32-3128 0968-32-3341 小原 洋三 ○
山鹿 ㈲有働設備 山鹿市新町703－2 861-0514 0968-43-4550 0968-43-1239 有働 千春 ○
山鹿 (資)とらや商会 山鹿市鹿校通１丁目3－29 861-0532 0968-43-2212 0968-44-5990 田中 栄一 ○
山鹿 ㈲中村工務店 山鹿市鹿北町四丁1582－2 861-0601 0968-32-2856 0968-32-2180 中村 幸宏 ○
山鹿 日創立花㈱ 山鹿市山鹿422－5 861-0501 0968-44-3254 0968-44-3255 立花 佳宗 ○
山鹿 ㈲東設備 山鹿市鹿央町広1104 861-0564 0968-36-3083 096-273-1600 東 忠範 ○
山鹿 ㈲東総合設備 山鹿市鹿本町津袋1361 861-0302 0968-34-0717 0968-34-0718 東 利明 ○
山鹿 ㈲フルカワ 山鹿市山鹿607－5 861-0501 0968-43-3529 0968-43-5023 古川 喜一 ○
山鹿 ㈲平成美掃 熊本市北区植木町石川57 861-0124 096-272-2319 096-273-2398 早川 英明 ○ ○
山鹿 ㈲山鹿浄化槽管理センター 山鹿市山鹿522 861-0501 0968-43-7405 0968-43-7415 高原 和彦 ○ ○
菊池 ㈲旭総合メンテナンス 菊池市野間口345 861-1324 0968-25-3645 0968-25-2940 冨岡 庸一郎 ○ ○
菊池 ㈲クドウ工業 菊池市隈府449 861-1331 0968-25-2004 0968-24-3198 土本 勝洋 ○
菊池 ㈲小牧設備 合志市御代志2086－79 861-1104 096-242-1858 096-242-2410 小牧 巌 ○
菊池 セイブ管工土木㈱ 合志市御代志1516-2 861-1104 096-242-4111 096-242-4112 坂井 ツヨ子 ○
菊池 ㈱セイブクリーン 合志市御代志1538－1 861-1104 096-242-0059 096-242-0050 坂井 さゆり ○ ○
菊池 ㈲磧上水道 菊池市赤星988 861-1311 0968-24-3909 0968-24-5909 磧上 拓雄 ○
菊池 中野衛生㈲ 菊池郡菊陽町原水5313－3 869-1102 096-232-0636 096-232-0684 中野 利男 ○ ○
菊池 ㈲日本バイオ 菊池市泗水町吉富173-37 861-1201 0968-38-4530 0968-38-6735 小池 亮 ○
菊池 ㈲日野環境 菊池郡大津町大津132 869-1233 096-293-2156 096-293-2639 日野 正人 ○ ○ ○
菊池 ㈲本藤設備 菊池市隈府632－8 861-1331 0968-25-3565 0968-25-3160 本藤 徹 ○
阿蘇 ㈲阿蘇管理センター 阿蘇市狩尾917 869-2235 0967-32-1500 0967-32-4800 内藤 雄二 ○ ○
阿蘇 ㈲あそ清掃社 阿蘇市一の宮町宮地1438－2 869-2612 0967-22-0572 0967-22-4191 向 大輔 ○ ○ ○
阿蘇 ㈲上村商会 阿蘇郡南阿蘇村河陽3958－2 869-1404 0967-67-0154 0967-67-0453 上村 勝 ○ ○
阿蘇 ㈲大阿蘇清掃社 阿蘇郡西原村布田834-155 861-2403 096-279-3220 096-279-3351 出崎 泰孝 ○ ○
阿蘇 北里電業水道設備㈲ 阿蘇郡小国町下城4157－5 869-2503 0967-42-1009 0967-42-0620 北里 一義 ○
阿蘇 ㈲後藤設備工業 阿蘇市内牧1060－5 869-2301 0967-32-1859 0967-32-3214 後藤 輝幸 ○
阿蘇 ㈲財津総業 阿蘇郡小国町宮原2650－5 869-2501 0967-46-2819 0967-46-5563 財津 慶介 ○ ○ ○
阿蘇 ㈲秦設備商会 阿蘇市内牧250－4 869-2301 0967-32-0345 0967-32-4660 秦 義文 ○
阿蘇 ㈲高野商会 阿蘇郡小国町宮原1495-6 869-2501 0967-46-4006 0967-46-5790 高野 誠二 ○ ○ ○
阿蘇 ㈱ひゆがや 阿蘇郡高森町高森1979－1 869-1602 0967-62-0248 0967-62-0473 志柿 浩 ○
阿蘇 ㈲村本設備工業 阿蘇市赤水744 869-2232 0967-35-0057 0967-35-1806 村本 拡之 ○
御船 ㈲伊豆野設備 上益城郡甲佐町横田319 861-4606 096-234-0453 096-234-4198 伊豆野 吉幸 ○
御船 (資)大滝商店 上益城郡甲佐町下横田831 861-4621 096-234-0024 096-234-0649 大滝 弘人 ○
御船 ㈲大谷清掃公社 上益城郡山都町金内165 861-3451 0967-75-0658 0967-75-0037 大谷 啓之 ○ ○
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御船 ㈱協信総業 上益城郡山都町上寺1666-1 861-3543 0967-72-0333 0967-72-2880 高畑 博史 ○
御船 ㈲甲佐衛生社 上益城郡甲佐町豊内2109 861-4607 096-234-1217 096-234-1345 澤邉 逸雄 ○ ○ ○
御船 佐野電機 上益城郡甲佐町岩下117－1 861-4601 096-234-0098 096-234-3036 佐野 喬 ○
御船 志垣設備 上益城郡甲佐町世持152－1 861-4612 096-234-2058 096-234-2058 志垣 廣人 ○
御船 西邦電気工事㈱ 上益城郡山都町南田289 861-3546 0967-72-0191 0967-72-0107 松島 昭治 ○
御船 ㈲出崎商会 上益城郡益城町安永404－14 861-2231 096-286-2408 096-286-2462 出崎 ユキヨ ○ ○
御船 ㈱東生企業 上益城郡御船町滝川712 861-3205 096-282-3065 096-282-6260 江藤 公城 ○
御船 ㈲成瀬でんき 上益城郡御船町御船816 861-3207 096-282-0521 096-282-0522 成瀬 徳晃 ○
御船 ㈲西村管工 上益城郡益城町平田580－1 861-2212 096-286-2741 096-286-7833 西村 和幸 ○
御船 ㈲福富建設 上益城郡山都町小笹251 861-3788 0967-72-1282 0967-72-1331 上田 和也 ○
御船 ㈲福本設備 上益城郡御船町高木1971－86 861-3203 096-282-2520 096-282-2954 福本 美芳 ○
御船 ㈱松本建設 上益城郡山都町島木4441-1 861-3454 0967-75-0572 0967-75-0927 松本 光浩 ○
御船 ㈱みずほ環境公社 上益城郡山都町城平581 861-3515 0967-72-4649 0967-72-4601 高畑 博史 ○ ○
御船 ㈲御船健康社 上益城郡御船町高木1053 861-3203 096-282-1712 096-282-1712 畑田 良一 ○
御船 ㈲御船清掃公社 上益城郡御船町小坂2683－1 861-3202 096-282-6250 096-282-6269 野田 一憲 ○ ○
御船 ㈲御船綜合管理 上益城郡御船町木倉819－1 861-3204 096-282-1551 096-282-3423 椄植 和子 ○ ○ ○
御船 ㈲ユウスイ 上益城郡御船町木倉190－1 861-3204 096-282-1081 096-282-1081 沖 祐身 ○
御船 ㈲米満商会 上益城郡嘉島町鯰1243 861-3101 096-237-0112 096-237-0118 米満 一 ○ ○
御船 米村衛生㈲ 上益城郡甲佐町仁田子263 861-4603 096-234-0308 096-234-0308 米村 徳光 ○ ○ ○
宇城 ㈲上田電気工業 宇土市岩古曽町1409－3 869-0412 0964-22-2221 0964-22-6503 小崎 昌実 ○
宇城 ㈱ウエムラ 宇城市松橋町浅川1424 869-0544 0964-32-0441 0964-32-1477 上村 旭史 ○
宇城 ㈲宇土環境 宇土市新松原町213 869-0419 0964-22-5493 0964-22-4946 安達 英知 ○ ○
宇城 ㈲江口衛生社 宇土市松原町391 869-0407 0964-22-0389 0964-22-1316 本田 勝雄 ○ ○
宇城 ㈱オカムラ 宇城市松橋町久具1948－1 869-0532 0964-33-0131 0964-33-0985 岡村 健志 ○ ○
宇城 ㈲小川清掃 宇城市小川町新田1990－2 869-0633 0964-43-0471 0964-43-4691 三浦 博是 ○ ○
宇城 奥電気工事店 宇城市三角町波多4287-5 869-3205 0964-53-1242 0964-53-0565 奥 勝也 ○
宇城 ㈲河上住設 宇城市三角町大田尾844－2 869-3201 0964-52-4868 0964-52-4868 河上 光廣 ○
宇城 ㈲川上商店 下益城郡美里町大沢水75－5 861-4401 0964-46-2015 0964-46-2468 川上 靖夫 ○
宇城 ㈲新和 宇城市三角町中村218－1 869-3204 0964-53-0121 0964-53-0122 松本 雅樹 ○ ○
宇城 ㈲大東工業 宇城市松橋町西下郷813 869-0534 0964-32-1211 0964-32-1211 東田 慎一 ○ ○
宇城 ㈲砥用衛生社 下益城郡美里町境372－2 861-4723 0964-47-0308 0964-47-0347 本田 明美 ○ ○
宇城 ㈱トモテック 下益城郡美里町栗崎86-1 861-4731 0964-47-0384 0964-47-2158 山本 美喜男 ○
宇城 ㈲成田電気工事店 宇城市三角町三角浦1352-5 869-3207 0964-52-4417 0964-52-4417 成田 正 ○ ○
宇城 ㈲前田電気工事店 宇城市三角町三角浦295－5 869-3207 0964-52-2587 0964-53-0309 前田 剛 ○
宇城 ㈲松崎商会 宇城市小川町東小川283－3 869-0613 0964-43-2665 0964-43-4881 松崎 登志男 ○
宇城 ㈱松清 宇城市松橋町豊崎2104 869-0542 0964-33-4659 0964-33-4540 上野 省三 ○ ○
宇城 ㈱美里環境 下益城郡美里町中郡2104-1 861-4403 0964-46-3228 0964-46-3236 岡村 謙一 ○ ○
宇城 ㈲三角環境 宇城市三角町波多3033－3 869-3205 0964-52-4150 0964-52-4157 篠崎 武 ○ ○ ○
宇城 ㈲迎田電設 宇城市松橋町久具2672 869-0532 0964-33-3355 0964-32-0707 辻 まゆみ ○
宇城 ㈲吉本工業 下益城郡美里町石野154 861-4716 0964-47-1633 0964-47-1633 吉本 則生 ○
宇城 ㈲米田建設 下益城郡美里町堅志田32 861-4402 0964-46-2406 米田　宏 ○
宇城 （資）米村商店れ～べん 下益城郡美里町馬場728 861-4406 0964-34-7501 0964-34-7502 米村　光喜 ○
八代 ㈱イケダ 八代市鏡町内田860 869-4202 0965-52-1405 0965-52-7208 嶋村 眞紗子 ○ ○ ○
八代 ㈱沖田 八代郡氷川町島地1631－1 869-4814 0965-52-0246 0965-52-0269 沖田 邦光 ○
八代 川村工業㈱ 八代市植柳元町6405 866-0085 0965-32-5654 0965-32-9564 川村 忠生 ○
八代 ㈲鍬先設備 八代市千丁町新牟田1270 869-4703 0965-46-1240 0965-46-1817 鍬先 清二郎 ○
八代 ㈱向洋設備工業 八代市古閑上町169－1 866-0897 0965-35-1207 0965-31-7119 黒木 裕美 ○
八代 五徳創建㈱ 八代市麦島東町10－16 866-0051 0965-35-3366 0965-35-3367 東 徳和 ○
八代 ㈲三幸設備工業 八代市古閑中町3034 866-0898 0965-34-8188 0965-34-8195 木村 俊介 ○
八代 ㈲浄化槽維持管理センター 八代市高島町4279－4 866-0014 0965-31-6711 0965-31-6711 隈部 匠 ○
八代 第一設備工業㈱ 八代市大手町２丁目4－25 866-0852 0965-35-1125 0965-35-7090 前田 満洋 ○
八代 タサキ浄化槽 八代市長田町2810－2 866-0815 0965-35-8403 0965-33-0038 田崎 誠 ○ ○
八代 ㈲田上住設 八代市植柳元町5491－11 866-0085 0965-34-0416 0965-34-0416 田上 和博 ○
八代 ㈱中尾設備 八代市若草町13－1 866-0842 0965-32-5896 0965-32-7305 中尾 達郎 ○
八代 西日本高速道路エンジニアリング九州㈱熊 八代市川田町西字久木原691 869-4616 0965-39-0310 0965-39-0850 支店長 米村 正 ○
八代 ㈱野田設備 八代市松崎町477－3 866-0884 0965-33-1041 0965-33-3406 野田 義治 ○
八代 東設備工業㈱ 八代市豊原下町4102－2 866-0065 0965-33-2497 0965-33-2496 東 光則 ○
八代 藤本水道㈱ 八代市古閑中町757-2 866-0898 0965-33-4220 0965-34-6735 藤本 房光 ○
八代 ㈲曲野設備工業 八代市大村町284 866-0895 0965-34-4417 0965-34-4401 曲野 定義 ○
八代 ㈲宮崎電設 八代市鏡町鏡1159－35 869-4203 0965-52-7228 0965-52-8296 宮崎 雅己 ○
八代 本宮電気商会 八代市東陽町南978－6 869-4301 0965-65-2655 0965-65-2335 本宮 幸八 ○
八代 ㈲森口設備工業 八代郡氷川町宮原728－4 869-4602 0965-62-4013 0965-62-4018 森口 洋太郎 ○
八代 ㈲八代郡浄化槽管理ｾﾝﾀｰ 八代市鏡町有佐961 869-4213 0965-52-2315 0965-52-8417 澤村 始 ○ ○
八代 (協業)八代清掃公社 八代市高島町4277 866-0014 0965-33-5145 0965-32-1220 碇山 一憲 ○ ○
八代 ㈱八代美研 八代市松崎町285－1 866-0884 0965-35-3785 0965-34-7838 綿田 一角 ○
水俣 ㈲諫山産業 葦北郡津奈木町岩城2025－8 869-5603 0966-78-4311 0966-78-4406 諫山 卓四郎 ○ ○
水俣 ㈱環境総合技術センター 水俣市古賀町２丁目12－7 867-0066 0966-63-0110 0966-62-0119 島田 好久 ○ ○ ○
水俣 ㈱クキタ 水俣市浜松町5-33 867-0068 0966-63-1155 0966-63-1156 久木田 一仁 ○
水俣 ㈲五代産業 葦北郡津奈木町千代342-1 869-5601 0966-78-5033 0966-78-5707 坂下 好子 ○ ○
水俣 ＪＮＣ環境㈱ 水俣事業所 水俣市丸島町１丁目2－15 867-0058 0966-63-5161 0966-63-4281 所長 平橋 新也 ○
水俣 ㈱城南クリーン 葦北郡芦北町田浦町455－1 869-5305 0966-87-0036 0966-87-1723 前田 泰宏 ○ ○
水俣 立尾電設㈱ 水俣市古城１丁目8－15 867-0012 0966-63-4336 0966-62-2334 永田 士朗 ○
水俣 ㈱田中設備 水俣市丸島町２丁目7－21 867-0058 0966-63-7383 0966-63-7651 谷口 京也 ○
水俣 鶴亀建設㈱ 水俣市袋915 867-0034 0966-63-5611 0966-63-5666 鶴長 繁利 ○
水俣 南部環境㈱ 水俣市月浦367－1 867-0035 0966-63-6144 0966-63-6152 井手原 慎吾 ○ ○ ○
水俣 ㈲日の出建材 水俣市百間町２丁目3－22 867-0049 0966-63-4551 0966-63-4522 西 文生 ○
水俣 ㈲福嶋電設 葦北郡芦北町計石1190－2 869-5453 0966-82-4849 0966-82-5099 福嶋 忠明 ○
水俣 (資)前田鉄工所 水俣市陣内１丁目2－15 867-0011 0966-63-2071 0966-63-2071 前田 一哉 ○
水俣 ㈲村上電気水道設備 水俣市白浜町3－21 867-0006 0966-63-2272 0966-63-5574 村上 隆二 ○
水俣 ㈱吉永商会 葦北郡芦北町豊岡222-3 869-5571 0966-86-1980 0966-86-1988 吉永 美智代 ○ ○ ○
人吉 ㈱ウエハラ 人吉市七日町31 868-0034 0966-22-3627 0966-22-3699 上原 義武 ○
人吉 ㈱尾前電気設備 人吉市矢黒町2067－1 868-0075 0966-24-4525 0966-24-4526 尾前 祐二 ○
人吉 ㈲柿川電気設備 球磨郡湯前町3567 868-0600 0966-43-2265 0966-43-2251 柿川 大和 ○
人吉 共生電設㈱ 人吉市城本町555 868-0016 0966-23-2370 0966-24-6604 井手 富浩 ○
人吉 ㈲球磨衛生設備管理公社 球磨郡多良木町多良木2777 868-0501 0966-42-2614 0966-42-2847 味岡 正章 ○ ○
人吉 相良電設㈱ 人吉市宝来町1279－3 868-0011 0966-24-2816 0966-24-2184 蓑田 明人 ○
人吉 ㈲新堀建設 人吉市中神町71 868-0085 0966-24-6258 0966-24-6251 新堀 孝
人吉 ㈱太陽 人吉市下林町293－1 868-0083 0966-23-2281 0966-22-6596 大山 善生 ○
人吉 ㈱大和冷機 人吉市下城本町1628-1 868-0015 0966-24-6123 0966-24-9750 恵良 寛之 ○
人吉 ㈲田岡水道設備 人吉市瓦屋町1657－6 868-0025 0966-23-4238 0966-23-6374 田岡 洋助 ○
人吉 ㈲田村設備工業 人吉市上漆田町3477 868-0821 0966-23-0626 0966-23-1428 田村 隆幸 ○
人吉 ㈱徳丸 人吉市願成寺町423 868-0022 0966-22-2204 0966-24-9123 藤川 修一 ○
人吉 ㈱ナカオ工業 人吉市蟹作町300 868-0042 0966-22-4354 0966-22-4355 中尾 雅紀 ○
人吉 ㈲中尾水道 人吉市東間下町2－3 868-0044 0966-22-3033 0966-22-3033 中尾 洋一 ○
人吉 ㈲中村電設 球磨郡多良木町久米2754－1 868-0503 0966-42-3504 0966-42-5040 豊永 重継 ○
人吉 ㈲はと衛生社 人吉市願成寺町676－2 868-0022 0966-23-2242 0966-24-6166 石崎 哲彦 ○ ○
人吉 早川電気㈱ 球磨郡多良木町久米788 868-0503 0966-42-2688 0966-42-2807 早川 正廣 ○
人吉 人吉衛生設備管理㈲ 人吉市合ノ原町417－2 868-0026 0966-22-5200 0966-22-6390 味岡 正章 ○ ○
人吉 ㈲深水電気工事 球磨郡湯前町中里2852－1 868-0606 0966-43-2016 0966-43-2039 深水 康行 ○
人吉 ㈲米村電気設備 球磨郡多良木町多良木1582 868-0501 0966-42-2125 0966-42-2125 米村 謙一 ○
天草 朝日電気工事店 天草市牛深町2286－57 863-1901 0969-72-4641 0969-72-4648 田中 謙太 ○
天草 天草設備㈱ 天草市佐伊津町3413－9 863-2171 0969-23-1241 0969-22-3734 横山 英生 ○ ○
天草 天草ビル管理㈱ 天草市本渡町広瀬176－8 863-0001 0969-24-0154 0969-24-0309 山下 俊逸 ○
天草 ㈲天草防災電気設備 上天草市姫戸町二間戸4013 866-0102 0969-58-3415 0969-58-2734 鹿釜 重良 ○
天草 ㈲有浜設備 天草市久玉町1695 863-1902 0969-72-6320 0969-72-5898 濱田 豊作 ○
天草 池田設備工事店 天草市五和町御領6299-1 863-2201 0969-32-0668 0969-32-0668 池田 茂 ○
天草 ㈲猪原電気 天草市栖本町湯船原750－38 861-6305 0969-66-2062 0969-66-3072 松山　博明 ○
天草 ㈲牛深環境整備センター 天草市牛深町1705 863-1901 0969-72-6202 0969-72-3798 辰元 寛治 ○ ○
天草 江郷商店 上天草市龍ケ岳町樋島351－5 866-0203 0969-62-0753 0969-62-0753 江郷 大司 ○



支部
名

事業所名 住所 〒 電話 FAX 代表者
施
工

保
守

清
掃

天草 ㈲海老本電設 天草市倉岳町棚底2563－1 861-6402 0969-64-2307 0969-64-3210 海老本 喜行 ○ ○
天草 ㈲金子電気 上天草市大矢野町登立534－34 869-3601 0964-56-0454 0964-56-1138 金子 良介 ○
天草 ㈲河浦環境清掃公社 天草市河浦町河浦4897－2 863-1202 0969-76-0611 0969-76-0612 森 茂樹 ○ ○
天草 ㈱熊電施設 天草市東浜町16－13 863-0014 0969-22-4171 0969-24-2914 田中英雄 ○
天草 ㈱熊本メンテナンス 上天草市大矢野町登立3355－1 869-3601 0964-56-5511 0964-56-0011 鈴木　竜二 ○ ○ ○
天草 ㈱鍬田電設 天草市有明町赤崎2007－3 861-7201 0969-53-0021 0969-53-0943 鍬田　豊男 ○
天草 ㈲小松野電気 上天草市大矢野町登立14181－1 869-3601 0964-56-2968 0964-56-3268 小松野 正彦 ○
天草 三和電工設備㈱ 天草市港町16－13 863-0021 0969-23-4382 0969-23-1176 錦戸 保介 ○
天草 ㈱塩田建材店 天草市牛深町2199－1 863-1901 0969-73-2144 0969-73-2145 塩田 祥二郎 ○
天草 ㈱汐田電設 上天草市大矢野町中835-11 869-3603 0964-56-5628 0964-56-5652 汐田　康博 ○
天草 ㈲新和電器 天草市新和町小宮地4566 863-0101 0969-46-3507 0969-46-2102 荒木 泰匡 ○
天草 砂原電機商会 天草市有明町上津浦934－3 861-7311 0969-53-1213 0969-53-1213 砂原 和喜 ○
天草 綜合環境保全㈲ 天草郡苓北町上津深江1299 863-2502 0969-37-0524 0969-37-1525 高倉 圭一 ○ ○
天草 ㈱大栄クリーン工業 天草市五和町城河原1-2795-2 863-2114 0969-34-0489 0969-34-0491 山下 美知子 ○ ○ ○
天草 大日本清掃㈲ 天草市本渡町本戸馬場2340－7 863-0002 0969-24-2811 0969-24-3914 田 讓二 ○ ○
天草 ㈲田中設備 天草市楠浦町11－2 863-0044 0969-23-6906 0969-23-6236 田中 大地 ○
天草 連川設備 上天草市大矢野町登立9360 869-3601 0964-56-2912 0964-56-1367 連川 仁視 ○ ○
天草 鶴田電設 天草市中村町22－1 863-0048 0969-23-3181 0969-23-3184 鶴田 藤義 ○
天草 寺中設備 上天草市姫戸町二間戸724－1 866-0102 0969-58-3768 0969-58-2464 寺中 光則 ○
天草 日新設備㈱ 天草市志柿町4187－1 863-0041 0969-22-3202 0969-22-3269 武田 雄一 ○
天草 ㈱野上電設 天草市太田町3－5 863-0032 0969-23-2849 0969-24-3482 野上 俊樹 ○
天草 平下工業 天草市深海町791－1 863-1511 0969-75-0059 0969-75-0059 平下 篤雄 ○
天草 (資)福島電気商会 天草市牛深町1613－3 863-1901 0969-72-3151 0969-72-3156 福島 英一 ○ ○
天草 袋田電気工事店 天草市牛深町201－1 863-1901 0969-72-5911 0969-77-8225 袋田 浩記
天草 保清衛生㈲ 上天草市松島町合津4417－2 861-6102 0969-56-2985 0969-56-2682 川野 雅博 ○ ○
天草 （協業）本渡清掃公社 天草市本渡町本戸馬場2340-3 863-0002 0969-22-3355 0969-22-3385 川峰　一 ○
天草 ㈲本渡設備 天草市浜崎町19-21 863-0018 0969-23-8519 0969-23-8520 金澤 章一 ○
天草 ㈲丸野衛生社 天草市天草町高浜南171－1 863-2804 0969-42-0077 0969-42-0488 丸野 広志 ○ ○
天草 ㈲水元電気 上天草市大矢野町登立9164 869-3601 0964-56-0447 0964-56-0546 水元 邦男 ○
天草 ㈲山下衛生社 上天草市姫戸町二間戸3862－70 866-0102 0969-58-2218 0969-58-2248 山下 隆明 ○ ○
天草 山下商会 上天草市姫戸町ニ間戸5826－1 866-0102 0969-58-2275 0969-58-2275 山下 誠悟 ○
天草 ㈲山下商事開発 天草市五和町二江30－2 863-2421 0969-33-0359 0969-33-0359 山下 裕生 ○
天草 ㈲山下総合設備 天草市本渡町広瀬1894－7 863-0001 0969-22-3018 0969-22-3019 山下 龍二 ○
天草 ㈲横山設備 天草市今釜新町3482 863-0013 0969-23-5750 0969-23-5784 前田 美千代 ○
天草 ㈲寄河電気 上天草市大矢野町登立12571 869-3601 0964-56-2264 0964-56-4776 寄河 智雄 ○
天草 ㈲苓北浄化槽管理センター 天草郡苓北町内田308－１ 863-2505 0969-35-0564 0969-35-1837 武林 公久 ○ ○


