
指定番号 指定工事業者名 休止届 指定年月日 指定有効期間

1 丸谷商事 平成10年4月1日 令和2年9月29日
2 千代田工業（株） 平成10年4月1日 令和2年9月29日
4 （株）中村 平成10年4月1日 令和2年9月29日
5 牛島電機工業（株） 平成10年4月1日 令和2年9月29日
6 （有）井手プロパン商会 平成10年4月1日 令和2年9月29日
7 八女食糧販売（株） 平成10年4月1日 令和2年9月29日
8 （有）岩本住設 平成10年4月1日 令和2年9月29日
9 （有）スミ設備工業 平成10年4月1日 令和2年9月29日
11 石貫設備 平成10年6月1日 令和2年9月29日
12 ＥＭ田中 平成10年6月1日 令和2年9月29日
14 （株）牛島住設 休止届（平成２２年９月１日） 平成10年7月24日 令和2年9月29日
15 （有）タナカエンジニア 平成10年8月20日 令和2年9月29日
16 （有)古賀設備工業 平成10年9月4日 令和2年9月29日
17 （株）吉田ボーリング工業 平成10年10月12日 令和2年9月29日
18 （有）橋村住設 平成10年10月12日 令和2年9月29日
19 岩永設備 平成10年10月12日 令和2年9月29日
21 （株）田中工務店 休止届（平成１２年７月２８日） 平成10年10月13日 令和2年9月29日
22 （有）日新設備工業 休止届（平成１７年３月１７日） 平成10年11月25日 令和2年9月29日
23 （株）古賀住設 平成10年12月2日 令和2年9月29日
24 （株）廣松設備 平成10年12月22日 令和2年9月29日
25 （有）角屋 平成11年1月29日 令和2年9月29日
26 （株）銀屋 休止届（平成１８年５月１７日） 平成11年1月29日 令和2年9月29日
27 樋口設備　 平成11年1月29日 令和2年9月29日
28 電´ｓタカヤマ 平成11年1月29日 令和2年9月29日
29 幸洋設備 平成11年3月5日 令和2年9月29日
30 清香設備工業（株） 休止届（令和元年１２月１７日） 平成11年3月5日 令和2年9月29日
31 川口ガス住設 平成11年3月5日 令和2年9月29日
33 大石設備 平成11年3月19日 令和2年9月29日
34 （有）丸山設備 平成11年4月8日 令和3年9月29日
35 （有）今村住設 平成11年4月8日 令和3年9月29日
36 （有）江頭設備 平成11年5月18日 令和3年9月29日
39 （有）立花電工 平成11年9月1日 令和3年9月29日
40 大川電気興業（有） 平成11年10月1日 令和3年9月29日
41 マルタ電器 平成11年10月1日 令和3年9月29日
43 （有）エース工業 平成11年12月27日 令和3年9月29日
45 （株）近藤建設 平成12年5月1日 令和3年9月29日
46 牛島燃料店 平成12年5月1日 令和3年9月29日
48 田中設備 平成12年5月16日 令和3年9月29日
49 （株）五醍建設 平成12年6月1日 令和3年9月29日
51 （株）ヒエダ 平成12年12月14日 令和3年9月29日
52 (有)ネットワーク 平成13年1月11日 令和3年9月29日
53 小宮産業機械（株） 平成13年2月1日 令和3年9月29日
54 （株）森山 平成13年3月13日 令和3年9月29日
55 （株）大久保建設 平成13年4月18日 令和3年9月29日
56 三宅設備 平成13年6月20日 令和3年9月29日
57 (有)牛嶋住興 平成13年6月20日 令和3年9月29日
58 辻水道工事店 平成13年6月28日 令和3年9月29日
59 （株）和泉オークス 平成13年7月12日 令和3年9月29日
61 （株）国益 平成13年8月17日 令和3年9月29日
62 （有）山内施設工業 平成13年8月22日 令和3年9月29日
63 （株）クリアウォーター設備 平成13年9月3日 令和3年9月29日
64 （株）五熱企画 平成13年9月6日 令和3年9月29日
65 （株）フクダヤ 平成13年9月14日 令和3年9月29日
66 ふじまる管工設備 平成13年10月31日 令和3年9月29日
67 アジア商事（有） 平成14年1月10日 令和3年9月29日
68 （株）梅野工務店 平成14年4月11日 令和3年9月29日
69 （有）馬場燃料店 平成14年4月17日 令和3年9月29日
71 原管工 平成14年4月19日 令和3年9月29日
72 （有）八女衛生社 平成14年4月19日 令和3年9月29日
73 古賀住宅設備 平成14年4月30日 令和3年9月29日
74 三洲建設（株） 平成14年6月7日 令和3年9月29日
76 （有）城崎設備工業 平成14年6月12日 令和3年9月29日
78 フジクリーン久留米（株） 平成15年1月15日 令和3年9月29日
79 東部管工事 平成15年2月5日 令和3年9月29日
80 成冨住宅設備 平成15年2月19日 令和3年9月29日
81 ミヤジマ住宅設備 平成15年3月4日 令和3年9月29日
82 橋爪食糧販売店 休止届（平成２５年８月２１日） 平成15年4月24日 令和4年9月29日
83 シマ工業（株） 平成15年4月24日 令和4年9月29日
84 新原設備 平成15年5月23日 令和4年9月29日
85 ヒカリテックサービス 平成15年5月30日 令和4年9月29日
87 (有)城建設工業 平成15年7月18日 令和4年9月29日
88 (有)森田ガス住設 平成15年7月18日 令和4年9月29日
89 中村住宅設備 平成15年10月24日 令和4年9月29日
91 山口設備（株） 平成16年10月29日 令和4年9月29日
93 （株）ユニイチ 平成17年3月15日 令和4年9月29日
94 （株）豊栄工業 平成17年4月22日 令和4年9月29日
95 ひら川設備 平成17年4月22日 令和4年9月29日
96 ハヤタ住設 平成17年5月30日 令和4年9月29日
97 ケア設備梅野 平成17年10月14日 令和4年9月29日
98 (株)ホクショウ 平成17年10月14日 令和4年9月29日
99 (有)井上住設工業 平成17年10月28日 令和4年9月29日
100 成清住設 平成17年10月28日 令和4年9月29日
101 神楽設備 平成17年11月22日 令和4年9月29日
103 (有)ユース 平成17年11月22日 令和4年9月29日
104 野中設備 平成18年3月3日 令和4年9月29日
106 徳永設備 平成18年5月19日 令和4年9月29日
107 (有)Ｍデンコウ 平成18年5月19日 令和4年9月29日
108 （株）牟田商会 平成18年5月31日 令和4年9月29日
110 （有）丸の内建設 平成18年7月19日 令和4年9月29日

　【指定番号及び指定有効期間確認用】
八女市水道指定給水装置工事事業者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定日が令和元年9月30日までの事業者を掲載しています。



指定番号 指定工事業者名 休止届 指定年月日 指定有効期間

　【指定番号及び指定有効期間確認用】
八女市水道指定給水装置工事事業者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定日が令和元年9月30日までの事業者を掲載しています。

111 和智設備サービス 平成18年9月7日 令和4年9月29日
112 （株）高田電気 平成18年9月29日 令和4年9月29日
113 ミスミデンキ 平成18年9月29日 令和4年9月29日
114 （有）井上商店住設部 平成18年9月29日 令和4年9月29日
115 （有）ヤマト 平成18年9月29日 令和4年9月29日
116 西木テレビサービス 休止届（令和元年１２月１２日） 平成18年9月29日 令和4年9月29日
118 （有）クリハラ管工事 平成18年9月29日 令和4年9月29日
119 河原設備　 平成18年9月29日 令和4年9月29日
120 モリアキ建設（有） 平成18年12月19日 令和4年9月29日
122 江﨑設備 平成19年3月30日 令和4年9月29日
123 （有）菅原商事 平成19年4月24日 令和5年9月29日
125 （株）和水住設 平成19年7月18日 令和5年9月29日
127 高牟礼住宅設備 平成19年11月29日 令和5年9月29日
128 （有）原設備 平成19年12月13日 令和5年9月29日
130 藤吉設備（株） 平成20年2月5日 令和5年9月29日
131 （株）岡工務店 平成20年2月19日 令和5年9月29日
132 すまい創琳 平成20年3月6日 令和5年9月29日
133 松崎設備 平成20年3月6日 令和5年9月29日
134 ラインテック（株） 平成20年5月9日 令和5年9月29日
135 西村住設 平成20年7月29日 令和5年9月29日
136 （株）桐明組 平成20年7月29日 令和5年9月29日
137 （株）サプライ飛永 平成20年10月30日 令和5年9月29日
138 山善商会（有） 平成20年12月2日 令和5年9月29日
139 久栄住設工業 平成21年1月9日 令和5年9月29日
140 平島設備 平成21年2月25日 令和5年9月29日
141 (有)福沢住宅設備 平成21年3月31日 令和5年9月29日
142 持丸建設工業（株） 休止届（平成２４年１１月２７日） 平成21年4月7日 令和5年9月29日
144 水環境企画・一究 平成21年7月8日 令和5年9月29日
145 （株）タカダ 平成21年11月24日 令和5年9月29日
146 德住工業 平成22年1月15日 令和5年9月29日
147 ともけい設備 平成22年2月1日 令和5年9月29日
148 創水 平成22年2月1日 令和5年9月29日
149 （有）弥栄工業 平成22年2月1日 令和5年9月29日
151 （資）柴尾電気商会 平成22年2月1日 令和5年9月29日
153 （有）椿原住宅設備 平成22年2月1日 令和5年9月29日
154 椿原住宅設備工事部 平成22年2月1日 令和5年9月29日
157 和興住宅設備 平成22年2月1日 令和5年9月29日
159 植田管工設備（株） 平成22年2月1日 令和5年9月29日
160 （有）マルコー設備 平成22年2月9日 令和5年9月29日
161 （株）白金 平成22年2月9日 令和5年9月29日
162 （株）角金物 平成22年3月25日 令和5年9月29日
163 （株）矢野設備 平成22年3月25日 令和5年9月29日
164 （有）東プロパン 平成22年7月5日 令和5年9月29日
165 （株）山口電気 平成22年7月5日 令和5年9月29日
166 アクア企画 平成22年11月1日 令和5年9月29日
167 （株）イースマイル 平成22年11月1日 令和5年9月29日
168 （有）青木工業 平成23年3月22日 令和5年9月29日
169 井上設備 平成23年3月22日 令和5年9月29日
170 濵田設備 平成23年3月22日 令和5年9月29日
171 山下工業 平成23年4月26日 令和5年9月29日
172 (有)サンエー住設 平成23年4月26日 令和5年9月29日
173 牛島設備工業（有） 平成23年7月1日 令和5年9月29日
174 九州洗罐工事（株） 平成23年8月11日 令和5年9月29日
175 諸藤工業（同） 平成24年4月18日 令和5年9月29日
176 もりた住機設備(株) 平成24年6月1日 令和5年9月29日
177 (有)村尾 平成24年7月2日 令和5年9月29日
178 （株）落合設備 平成25年1月21日 令和5年9月29日
180 エムティー設備 平成25年12月10日 令和6年9月29日
181 （株）中島設備 平成27年3月18日 令和6年9月29日
182 江渕設備（株） 平成27年3月23日 令和6年9月29日
184 （有）熊本環水 平成27年7月24日 令和6年9月29日
185 五和建設興産 平成27年11月13日 令和6年9月29日
186 三菱電機システムサービス（株） 平成27年11月13日 令和6年9月29日
187 北昭設備 平成27年11月13日 令和6年9月29日
188 （株）美喜設備 平成28年3月28日 令和6年9月29日
189 （株）Ｎ-Vision 平成28年7月8日 令和6年9月29日
190 日新設備 平成28年10月28日 令和6年9月29日
191 ライジングエナジー（株） 平成29年2月3日 令和6年9月29日
192 エコプランサービス 平成29年2月10日 令和6年9月29日
193 アズ八女店 平成29年3月1日 令和6年9月29日
194 （株）橋爪土木 平成29年5月10日 令和6年9月29日
195 （株）安部設備 平成29年5月25日 令和6年9月29日
196 （株）大日 平成29年6月26日 令和6年9月29日
197 えぐち住宅設備 平成29年6月26日 令和6年9月29日
198 （有）三和建設 平成29年7月5日 令和6年9月29日
199 （株）藤和開発 平成29年9月25日 令和6年9月29日
200 橋村建設工業(有) 平成30年1月14日 令和6年9月29日
201 おはよう設備（有） 平成30年2月21日 令和6年9月29日
202 イエミコ 平成30年5月1日 令和6年9月29日
203 株式会社アクアライン 平成30年6月1日 令和6年9月29日
204 （株）ヤマト機材 平成30年7月2日 令和6年9月29日
205 エヌ・ピー・シー 平成30年7月2日 令和6年9月29日
206 （株）クラシアン福岡支社 平成30年7月2日 令和6年9月29日
207 浩真住設 平成30年12月18日 令和6年9月29日
208 トヨタ設備（株） 平成30年12月18日 令和6年9月29日
209 （有）二又設備商会 平成31年2月1日 令和6年9月29日
210 竜貴設備 平成31年4月12日 令和6年9月29日
211 （株）木下組 令和元年6月18日 令和6年9月29日
212 まつのぶ住設 令和元年6月18日 令和6年9月29日
213 有限会社徳永工務店 令和元年9月30日 令和6年9月29日

・令和元年10月1日以降の指定事業者の掲載は省略しています。

・令和元年10月1日以降、新規指定を受けた方の有効期間は、指定日から5年です。（例：令和2年3月2日に指定を受けた
場合の有効期限は令和7年3月1日まで）


