
令和３年度
指定番号 工　事　店　名 代表者 住　　　　　所 電話番号 指定番号 工　事　店　名 代表者 住　　　　　所 電話番号

1 ㈲ 三重野建材店 三重野 貴嗣 日向市鶴町1丁目7番12号 ５２－２２２３ 132 植田電気設備 植田 康則 日向市大字富高6278番地9 ５３－３８４４

3 ㈱ 甲斐設備工業 甲斐 聖三 日向市大字財光寺405番地 ５４－５５５２ 133 旭開発㈱ 黒木 豊幸 日向市向江町1丁目200番地 ５２－６１００

5 東洋設備工業㈲ 落合 智久 日向市向江町1丁目148番地 ５３－１５３３ 138 ㈱ アクア設備プラン 日髙 幸浩 日向市大字日知屋12001番地10 ５７－３８８０

7 ㈲ マルイ建材店 猪股 博久 日向市鶴町3丁目7番10号 ５２－４０３５ 139 大坪設備 大坪 悟 日向市大字塩見232番地 ５２－４３３１

8 ㈱ 成合建設 成合 徹 日向市向江町1丁目34番地 ５２－３６４８ 146 ハルタ設備 治田 弘則 日向市大字財光寺406番地2 ５５－０２５０

11 富高水道工務店 安部 功二郎 日向市大字財光寺4863番地30 ５２－３４５４ 147 あさひ産業㈱ 西村 望 日向市大字日知屋15837番地 ５２－９０００

17 ㈱ コダマ設備工業 児玉 義男 日向市大字財光寺279番地2 ５４－００９８ 148 ㈲ 堀谷組 堀谷 一弘 日向市大字財光寺5275番地1 ５２－４４４９

19 ヤマサキ設備 山崎 学 日向市比良町4丁目73番地 ５４－００８２ 153 ㈱ ダイキ設備 粟国 秀人 日向市新生町2丁目32番地2 ５７－４２６３

20 ㈱ 三矢建設 三樹 千博 日向市永江町1丁目48番地 ５２－３６３１ 155 柏田設備工業 柏田 禎一 日向市鶴町3丁目6番3号 ５７－３２２０

21 ㈱ 佐藤設備 佐藤 修己 日向市迎洋園2丁目55番地 ５２－１８８７ 156 日向トーヨー住器㈱ 右松 寿美 日向市梶木町2丁目14番地 ５４－１１７７

22 ㈱ ビスイ 矢野 道 日向市北町2丁目45番地 ５２－８８１５ 158 ㈱ コダマエンジニア 兒玉 善和 日向市中堀町3丁目70番地 ５４－１３２２

23 ㈲ 小泉管工事工務店 小泉 應和 日向市梶木町2丁目32番地 ５４－８６９５ 165 あさひ設備 児玉 昌彦 日向市大字富高7147番地25 ５４－１４７１

25 ㈱ カトウ 加藤 好 日向市大字富高301番地1 ５２－３８８４ 166 ㈱ 三郎建設 黒木 文也 日向市東郷町山陰丙1479番地7 ６９－２１３６

28 日髙建設 日髙 武信 日向市大字財光寺4863番地80 ５２－１０４３

31 ㈱ 日備 山村 健司 日向市永江町2丁目58番地 ５２－３２３５  門 川 町 (市外局番０９８２)

33 甲勝建設㈱ 甲斐 英伸 日向市原町1丁目89番地 ５２－２９８３ 70 ㈲ 請関水道設備工業 請関 茂 門川町加草4丁目155番地 ６３－１２８６

35 ㈱ 内山建設 内山 雅仁 日向市大字富高93番地1 ５６－３８５０ 95 五十鈴設備 木村 眞一 門川町南町5丁目12番地 ６３－７１９３

36 高蔵土木㈲ 金丸 敏子 日向市大字塩見921番地3 ５２－３００９ 102 ㈲ 小松設備 小松 真一 門川町庵川西1丁目139番地 ６３－７２３５

37 丸邦産業㈱ 奈須 一也 日向市大字富高289番地2 ５３－５２５０ 163 タナベ設備 田邉 竜志 門川町大字庵川2627番地 ５３－６０３３

42 カタエ設備 片江 節 日向市大字平岩6449番地281 ５７－２１４０ 164 叶設 河野 彰 門川町宮ヶ原1丁目174番地 ９５－０６５５

43 マルタイ設備 黒木 太美 日向市亀崎東4丁目22番地 ５２－５２７２

45 向陽設備 黒木 富規 日向市大字平岩6449番地42 ５７－２３９２  美 郷 町 (市外局番０９８２)

46 アイワ㈱ 春山 晃久 日向市原町1丁目84番地 ５４－０１０１ 123 ㈲ 西郷設備工業 奈須 裕之 美郷町西郷田代379番地69 ６６－２１３５

47 ㈱ 日向衛生公社 春山 晃久 日向市大字財光寺1131番地 ５４－５１１１

51 ㈱ 吉田工業 吉田 剛規 日向市春原町1丁目66番地1 ５２－２７７３  延 岡 市 (市外局番０９８２)

52 木倉建設㈱ 黒木 嘉郎 日向市大字日知屋16747番地 ５２－３２７９ 76 ㈱ 恒水 岩田 淳史 延岡市石田町4424番地１ ３７－３７６３

55 ㈱ 協栄 奈須 勝彦 日向市浜町3丁目108番地 ５３－２９０２ 78 若葉設備㈲ 大浦 巧嗣 延岡市若葉町2丁目1120番地7 ３２－３７３３

57 ㈱ 丸芳 江藤 俊樹 日向市大字日知屋14699番地10 ５２－２９５１ 85 ㈱ 三光設備工業 長友 賢二 延岡市川原崎町171番地 ３５－６５４５

58 甲設備 甲斐 隆 日向市平野町2丁目98番地 ５４－９８６０ 90 ㈲ 河野設備工業 河野 敬子 延岡市伊達町2丁目92番地1 ３１－２２１７

69 黒木建設㈱ 黒木 教明 日向市永江町2丁目108番地 ５２－７１５８ 91 ㈲ 前田設備産業 前田 妙子 延岡市緑ヶ丘2丁目27番6号 ３１－０９９２

71 ㈲ 林田建設 林田 晃幸 日向市大字財光寺292番地1 ５４－６０７０ 99 ㈱ 興洋 土居 義豪 延岡市長浜町1丁目1795番地 ３５－０５５５

74 ㈲ サンクス設備機器 出口 希俊 日向市梶木町2丁目101番地 ５４－７８８０ 103 ㈲ 延岡設備 柳田 慎司 延岡市野田1丁目8番地12 ３５－１１２３

77 岩倉設備 岩倉 裕幸 日向市大字財光寺5719番地2 ５４－０４２７ 114 浄水工業㈲ 服部 貴幸 延岡市古川町67番地1 ３４－５０５５

84 江藤設備工事店 江藤 保利 日向市梶木町2丁目20番地 ５３－９８８１ 129 ㈱ ミナミ設備 小田 浩嗣 延岡市平原町4丁目1976番地2 ３１－１３００

87 新興設備 甲斐 丈士 日向市大字財光寺4619番地1 ５５－１０６１ 130 三宅設備興業 三宅 茂彦 延岡市北浦町市振541番地 ４５－２０３７

88 (同)三樹設備 三樹 立明 日向市江良町2丁目77番地 ５３－４０３７ 144 ㈱ 甲斐設備工業所 甲斐 寛人 延岡市須崎町5番2号 ３３－２９８７

96 ㈲ 日向冷熱工業 堀口 弘伸 日向市亀崎東1丁目31番地 ５２－３６３６ 159 ㈲ 小田設備 小田 孝三 延岡市昭和町3丁目1839番地1 ３３－４９２８

108 ㈲ 髙山産業開発 髙山 修 日向市東郷町八重原迫野内819番地 ６９－２８１１ 160 アワモ設備 矢野 秀司 延岡市西階町3丁目1番地65 ３５－５６４５

109 ㈲ 北部開発 前田 政照 日向市大字富高655番地1 ５３－６３８８

111 明和設備 馬場 明 日向市梶木町2丁目35番地 ５４－４６４４  そ の 他

113 ㈱ 伊東冷熱工業 伊東 貞輔 日向市永江町3丁目55番地 ５３－２４０１ 121 ㈲ スイカン工業 中村 真也 清武町大字加納丙563番地 0985-85-2977

116 ㈱ 髙野建設 髙野 いづみ 日向市鶴町3丁目97番地1 ５２－４６０７ 161 ㈲ 二幸設備工業 黒木 正宏 児湯郡川南町大字川南22777 0983-27-2548

日 向 市 公 共 下 水 道 排 水 設 備 指 定 工 事 店 一 覧


