
【市内業者】 【市外業者】
地区 指定店名 所在地 ＴＥＬ 地区 指定店名 所在地 ＴＥＬ

金重設備工業 柳井市柳井1033番1 0820-22-4266 牛島電設工業㈱ 熊毛郡田布施町波野164番地の10 0820-52-2177

上林建設㈲ 柳井市北浜5番1号 0820-22-7218 ㈲大三也 熊毛郡田布施町麻郷588番地15 0820-52-3169

カワノ工業㈱ 柳井市柳井1574番地の28 0820-22-1521 ㈱オカケン 熊毛郡田布施町波野2206番地5 0820-52-3788

㈱川端建設 柳井市新市沖4番15号 0820-22-0406 ㈲尾崎設備 熊毛郡田布施町麻郷3024番地3 0820-55-5924

㈱グッドライフ 柳井市柳井1574番地99 0820-25-3266 兼本建設㈱ 熊毛郡田布施町波野268番地 0820-52-2327

㈱クニモト電設工業 柳井市南町三丁目3番4号 0820-22-0986 ㈱カミモト 熊毛郡田布施町波野33番地 0820-52-2727

河内山設備 柳井市柳井4645番地7 0820-23-1954 ㈱栗原設備 熊毛郡田布施町下田布施728番地 0820-52-1129

晃和興産㈱ 柳井市南町7丁目9番1号 0820-22-1400 ㈱公司 熊毛郡田布施町麻郷3036番地13 0820-55-1888

㈱小林商会 柳井市中央二丁目2番19号 0820-22-2821 コウノ設備 熊毛郡田布施町下田布施2823-12 0820-52-9011

㈱ササキ 柳井市柳井7848番地14 0820-22-2737 しまはらホーム 熊毛郡田布施町麻郷373番地6 0820-25-3906

トオル電気㈱ 柳井市新市沖2番13号 0820-22-1378 大晃機械工業㈱ 熊毛郡田布施町麻郷966番地 0820-51-1888

中川石油ガス㈲ 柳井市柳井1529番地1 0820-22-0500 土井技建 熊毛郡田布施町下田布施1691番地4 0820-52-3325

中田設備 柳井市柳井972番地16 0820-23-8385 あかり電気㈱ 熊毛郡平生町竪ヶ浜848番地の5 0820-56-1917

㈱仲合 柳井市南町六丁目14番3号 0820-22-1488 ㈱大池組 熊毛郡平生町佐賀字田名3451番地1 0820-56-5500

日昭住設㈱ 柳井市南町二丁目3番23号 0820-22-6060 ㈱米谷技建 熊毛郡平生町佐賀402番地の1 0820-58-0558

㈱福屋建設 柳井市東土手4番35号 0820-22-1732 三谷設備 熊毛郡平生町大字大野北55-8 0820-56-5911

㈲藤井建設 柳井市北浜6番20号 0820-22-4323 ㈲ミヤサン設備工業 熊毛郡平生町平生町15番地の55 0820-56-7724

藤巻建設 柳井市柳井4376番地1 0820-22-5955 ㈲ヨシナガ 熊毛郡平生町大野南740番地の13 0820-56-5810

藤麻設備 柳井市柳井981番地 0820-22-0366 若山電設 熊毛郡平生町大野南713番地 0820-56-5656

古谷建設㈱ 柳井市柳井1534番地11 0820-23-0075 上田総合設備㈲ 岩国市牛野谷町三丁目6番1号 0827-32-2211

安原環境テクノロジー㈱ 柳井市南浜一丁目1番18号 0820-22-6194 ㈲大島カッター 岩国市玖珂町4044番地の11 0827-82-3529

㈱ヨネツ 柳井市天神17番11号 0820-22-1950 大垰住設 岩国市周東町田尻996-2 0827-84-1839

さかえ建設 柳井市新庄76番地18 0820-23-2271 ㈲片山設備 岩国市岩国一丁目16番10号 0827-43-1895

㈲杉村組 柳井市新庄2618番地の2 0820-22-0383 河本設備工業㈱ 岩国市由宇町北二丁目4番17号 0827-63-3777

スギモト建設㈱ 柳井市新庄1078番地1 0820-22-1507 ㈱桐田商会 岩国市元町二丁目1番2号 0827-21-5115

㈱一山電業 柳井市伊保庄5042番地 0820-22-5338 貞広住設㈱ 岩国市元町四丁目14番16号 0827-22-0466

井森工業㈱ 柳井市伊保庄4907番地 0820-22-1500 シマヤ設備㈱ 岩国市錦見四丁目16番23号 0827-41-3705

㈲ウツケ 柳井市伊保庄4893番地の1 0820-23-2192 ㈱創亀設備 岩国市牛野谷町3丁目40番21-2号 0827-35-6551

㈲笹木設備 柳井市伊保庄4476番地2号 0820-25-1650 大成テクノ㈱ 岩国市御庄四丁目114番地1 0827-45-1900

㈱山内組 柳井市伊保庄5096番地 0820-22-1087 ㈲大鉄設備工業 岩国市牛野谷町三丁目20番24号 0827-31-0070

日積 好村建設㈱ 柳井市日積7029番地3 0820-28-1155 たけし住設 岩国市由宇町峇清509 0827-63-0113

㈱福本工務店 柳井市神代1350番地1 0820-45-3230 ㈱CHATANI 岩国市平田6丁目24-12 0827-28-4417

ベルダ㈱ 柳井市神代4107番地の1 0820-45-3111 東洋設備工業㈲ 岩国市牛野谷町三丁目40番21号 0827-32-3882

大上建設 柳井市大畠765番地3 0820-45-2733 ㈲なかのでんき 岩国市由宇町中央一丁目7番14号 0827-63-0108

㈱大畠技研 柳井市大畠865番地16 0820-45-2862 ㈱藤本設備 岩国市今津町1丁目6-25 0827-32-6858

イトウ商会 柳井市遠崎267番地7 0820-23-0537 ㈱ﾌｼﾞﾓﾄﾀﾞﾌﾞﾘｭｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ 岩国市今津一丁目6番25号 0827-28-4447

㈲新生 柳井市遠崎1236番地 0820-22-3562 ㈱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

㈱マツムラ建設 岩国市周東町田尻759番地1 0827-84-5167

㈲水谷工業 岩国市平田五丁目7番21号 0827-31-6236

㈱ムラナカ設備 岩国市今津町3丁目11番31号2F 0827-28-4498

㈱山下工業 岩国市南岩国町3丁目7番60号 0827-31-6231

㈲山田設備 岩国市由宇町南五丁目12番10号 0827-63-2731

㈱由宇建材 岩国市由宇町港一丁目10番15号 0827-63-0001

※　所在地・電話番号が変更されている場合があります。 和幸住設 岩国市通津1985番地17 0827-38-2445

㈱三光電気工業所 大島郡周防大島町小松289番地の4 0820-74-2602

㈲シマモト設備 大島郡周防大島町久賀2596番地16 0820-72-1013

柏洋建設㈱ 大島郡周防大島町秋160番地の1 0820-77-0280

㈱山口東部工業 大島郡周防大島町久賀4169番地2 0820-72-2062

和木 ㈲浜崎工業所 玖珂郡和木町和木一丁目8番26-6号 0827-52-3305

㈱S.K設備 光市室積松原5番10号 0833-44-9843

大下設備 光市岩田307番地12 0820-48-5669

㈱海田商会 光市光井一丁目12番12号 0833-71-1645

㈲光建産業 光市室積松原5番7号 0833-79-1234

㈱五栄 光市浅江六丁目13番22号 0833-74-1350

㈱三電 光市光井二丁目4番5号 0833-71-0510

住久設備㈱ 光市島田七丁目11番5号 0833-72-2400

清光産業㈱ 光市中央六丁目6番9号 0833-72-2833

㈱タニケン 光市岩田2488番地の4 0820-48-2680

虹設備 光市虹ヶ丘5丁目9番11号 090-8240-7515

下松 ㈲森田設備工業 下松市瑞穂町三丁目9番2号 0833-43-0628

㈱イタミ 周南市鼓海二丁目118番地の71 0834-26-1188

ＯＤＡ設備設計工事 周南市長田町11番7号 0834-33-9350

㈱建工設備 周南市久米1299番地の38 0834-36-0022

㈲斉藤設備 周南市徳山4485番地の6 0834-31-1395

㈱　周北設備 周南市須々万本郷983番地の1 0834-88-0377

西田設備 周南市八代1506番地 0833-91-2832

西日本電業㈱ 周南市御山町8番1号 0834-27-5111

平村設備工業㈱ 周南市横浜町16番36号 0834-31-0864

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

㈲YOSHIOKA 周南市下上字土井955-9 0834-64-3425

㈱髙村住宅設備 防府市田島1747番地の1 0835-29-2656

㈱ファーストホーム 防府市国衙三丁目1番41号 0835-26-4123

矢吹商店 防府市大字高井395-9 0835-24-6513

山口 積和建設中国㈱山口支店山口市小郡上郷5412番地 083-976-2730

排水設備に関する問い合わせ先　柳井市役所　上下水道部　下水道課　電話　２２－２１１１　（内線　２９２、２９３）
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※　この一覧表は、工事事業者からの届け出により
　　地区毎の五十音順で作成しています。
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