
指定
番号

工事事業者名 住　所 電話番号

1 萩市水道事業企業組合 萩市大字江向448番地4 (0838)-22-2717

2 協和建設工業　株式会社 萩市大字椿2370番地 (0838)-22-0928

3 株式会社　長松工務店 萩市大字山田4091番地の3 (0838)-22-1154

5 有限会社　渡部水道工事店 萩市大字椿東3182番地7 (0838)-22-7435

6 服部産業　株式会社 萩市大字熊谷町30番地 (0838)-25-3456

9 株式会社　西日本設備サービス 萩市大字椿3546番地1 (0838)-25-2424

10 豊田鋼機　株式会社 萩市大字椿東2884番地1 (0838)-22-0881

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

12 有限会社　佐々木設備 萩市大字椿東1036番地8 (0838)-22-1621

14 有限会社　西岡設備 萩市大字椿2833番地6 (0838)-26-0854

16 有限会社　栄工業 萩市大字椿2891番地1 (0838)-22-8982

19 刀祢設備 萩市大字椿3104番地1 (0838)-25-3092

20 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

21 水津設備 阿武郡阿武町大字木与294番地 (08388)-2-2769

22 植木設備 萩市大字山田2684番地1 (0838)-22-1339

24 冨田商店 萩市大字椿東6385番地 (0838)-25-0704

25 有限会社　長門商会 萩市大字椿東2884番地1 (0838)-22-0170

29 フクマ空調設備 萩市大字椿東4698番地65 (0838)-25-9282

30 桑原ミシン電機商会 萩市大字津守町34番地8 (0838)-22-1184

31 有限会社　田虎 萩市大字土原383の18番地 (0838)-22-1850

32 西日本液化ガス　株式会社　萩支店 萩市大字椿326番地1 (0838)-22-2220

33 有限会社　光榮商会 萩市大字唐樋町37番地 (0838)-22-0554

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

41 花田設備 萩市大字川島46番地10 (0838)-25-2677

42 株式会社　サンワ 萩市大字下田万1257番地 (08387)-2-0279

43 竹下設備 萩市大字椿東1843番地8 (0838)-25-7489

46 有限会社　波多野住建 萩市大字椿東字玉太郎1068番地の3 (0838)-25-2525

47 波多野設備 萩市大字平安古町119番地4 (0838)-25-7164

50 萩ビルメンテナンス　有限会社 萩市大字椿1157番地2 (0838)-25-7722

52 株式会社　北浦建設 萩市大字椿東久保田826番地6 (0838)-25-2715

54 安藤建設　株式会社 長門市東深川1967番地の2 (0837)-22-4067

55 有限会社　プラマー工業 宇部市岬町3丁目6番37号 (0836)-31-0833

56 有限会社　長井設備工業 萩市大字椿字田代1910番地1 (0838)-25-7833

58 ヤマサンガス　株式会社　 萩営業所 萩市大井1006番地5 (0838)-28-0222

60 有限会社　ヤマザキ。 萩市大字明木3253番地 (0838)-55-0016

61 有限会社　安田建材 長門市油谷新別名958番地の1 (0837)-32-1217

62 冷暖房ヤマガタ 萩市大字浜崎町22番地 (0838)-22-1375

63 株式会社　おきた 長門市東深川826番地1 (0837)-23-0123

64 株式会社　水建 萩市大字椿東406番地10 (0838)-22-1268

68 有限会社　サカモト石油 萩市大字下田万1231番地1 (08387)-2-0121
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72 隅野工務店 萩市大字下小川700番地 (08387)-4-0063

73 株式会社　白上水道 山口市惣太夫町4番5号 (083)-922-2044

75 有限会社　ナガヨシ技建　 島根県鹿足郡津和野町高峯566番地1 (0856)-72-1615

80 有限会社　ふれあいらんどなかの 萩市大字須佐4462番地1 (08387)-6-2380

81 パナどっといいだ 萩市大字須佐4959番地5 (08387)-6-2520

82 梅津電機住設 萩市大字須佐4352番地 (08387)-6-2351

83 尾崎電機 萩市大字弥富下4079番地6 (08387)-8-2018

86 有限会社　松原 萩市大字弥富下4073番の1地 (08387)-8-2047

88 山陰冷暖　株式会社　益田営業所 島根県益田市幸町2-56 (0856)-22-6488

89 太陽温調工業　有限会社 島根県益田市三宅町6番12号 (0856)-23-1939

93 三戸設備 萩市大字福井下3019番地 (0838)-52-0747

114 積水ハウス建設中国四国株式会社 山口市小郡上郷5412番地 (083)-976-2730

116 株式会社　田村ビルズ 長門市東深川653番の2 (0837)-22-2036

117 有限会社　金子建設 萩市大字紫福2137番地 (0838)-53-0055

119 新光プロパン瓦斯　株式会社　西益田支店 島根県益田市神田町口537 (0856)-25-2901

123 藤原設備 萩市大字山田4055番地5 (0838)-26-2343

126 竹重工業 萩市大字吉部上3221番地2 (08388)-6-0746

127 日西電気通信　有限会社　見島営業所 萩市大字見島632番地4 (0838)-23-2600

128 有限会社　増野商会 島根県益田市あけぼの西町17番地7 (0856)-22-2425

130 太陽産業　株式会社 山陽小野田市新有帆町19番1号 (0836)-83-3732

131 国田工業　株式会社 山口市今井町4番地20号 (083)-922-0600

133 有限会社　岐波設備工業 宇部市大字東岐波1186番地18 (0836)-58-6898

134 山村設備 萩市大字椿2963番地10 (0838)-21-4664

135 有限会社　いいだ住宅設備 長門市日置中4003番地の1 (0837)-37-5015

137 工和建設　株式会社 山口市小郡令和一丁目4番22-202号 (083)-973-5688

138 株式会社　油谷住建 長門市油谷久富932番地10 (0837)-32-0133

139 森永水道　株式会社 長門市三隅中3519番地1 (0837)-43-0552

141 飯田商会 萩市大字浜崎148番地3 (0838)-22-3223

142 株式会社　シンセイ工業 島根県益田市横田町324番地1 (0856)-25-2077

143 萩総合設備　株式会社 萩市大字山田4246番地1 (0838)-21-7015

144 中村設備 萩市三見3350番地7 (0838)-27-0451

145 有限会社　横山建設 萩市川上33番地 (0838)-54-2244

146 イワタニ山陽　株式会社　萩営業所 萩市大字椿2327番地1 (0838)-25-3600

148 古屋設備 萩市大字東浜崎町139番地 (0838)-22-7494

149 株式会社　ジオパワーシステム　長門営業所 長門市仙崎提床189番地3 (0837)-22-3511

150 株式会社　岡部 山口市大内千坊5丁目8番7号 (083)-924-6333

152 歩夢創建 長門市東深川下郷1188番地 (0837)-22-5988

154 ケイテクト（Ｋ－ＴＥＣＴ） 萩市大字土原361番地1（パームハウストヨタ　202） (0838)-22-8284

156 大輝設備 長門市西深川366番地4 (0837)-23-6260

158 中国興産　有限会社 山口市宮野上2431番地 (083)-921-1470

159 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

160 田嶋総合設備 萩市大字椿2002番地10 (0838)-26-1720
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161 株式会社イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3（イースマイルビル） (067)-739-2525

162 株式会社　N-Vision 広島県広島市中区鶴見町8番57号 (082)-275-5227

163 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 (082)-502-6644

164 光青電気　有限会社 島根県益田市乙吉町イ333番地1 (0856)-22-3713

165 有限会社　清弘設備 萩市大字椿3757番地 (0838)-26-6255

166 田辺設備 萩市大字椿2962番地1 (0838)-22-4559

167 マサ・エンジニアリング 岩国市川西四丁目5番地97-1号 (0827)-41-3112

168 的村住設 萩市大字須佐4980番地85 (08387)-6-3855

169 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

170 株式会社　シンエイ 防府市桑山二丁目11番地20号 (0835)-25-4105

171 矢吹商店 防府市大字高井395番地の9 (0835)-24-6513

172 株式会社　椿設備工業 萩市大字椿2381番地8 (0838)-25-6700

173 有限会社　吉田工務店 萩市大字須佐3955番地 (08387)-6-2157

174 株式会社クラシアン山口営業所 山口市桜畠6-7-24 エル・モールkei1階 (0839)-28-5091

175 株式会社ディアリー 萩市大字椿東6373番地9 (0838)-22-7333

176 葵設備株式会社 長門市東深川330番地1 (0837)-27-0195

177 株式会社 都和 山口市宮野下3118番地7 (083)-928-7633

178 山口設備工業 株式会社 山口市小郡高砂町2番地28号 (083)-972-6259

179 株式会社　寿建設 山陽小野田市日の出一丁目4番2号 (0836)-83-2709

180 有限会社　いまみや電器 島根県益田市かもしま西町3番地5 (0856)-22-0094

181 小川設備 萩市大字椿東1189番地292 (070)-1874-7034

182 株式会社ガーデンプロ 山口市上小鯖617番地 (083)-941-3673

183 株式会社ニッシン設備 愛媛県松山市北井門2丁目14番7号 (089)-907-2531
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