
代表者
担当者
委員会

〒880-0014 宮崎市鶴島３丁目６８番地 富 永 修 二

TEL：0985-24-2279 FAX：0985-22-4676 富 永 修 二

取扱品目：⽔道メータ･ガスメータ･計測機器・⾼齢者住宅機器 E-mail：miyazakiso@inet1.aichitokei.co.jp 事業

〒890-0054 ⿅児島市荒⽥２丁目３１番７号 堀 内   修

TEL：099-256-1561 FAX：099-258-7461 福 元 秀 樹

取扱品目：インターホン･ナースコール･防犯防災･視聴覚機器 E-mail：hideki_fukumoto@aiphone.co.jp 総務

〒880-0834 宮崎市新別府町前浜1401-30 小 幡 小百合

TEL：0985-83-4217 FAX：0985-83-4218 松 坂 裕 志

取扱品目：IT機器及びソフトウェアー・監視カメラ E-mail： info@assistyou-m.com 総務

アズビル㈱ビルシステムカンパニー 〒890-0053 ⿅児島市中央町9-1⿅児島中央第⼀⽣命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4階渡 邉 智 己

⿅児島営業所 TEL：099-214-4620 FAX：099-214-4621 渡 邉 智 己

取扱品目：空調用自動制御機器の設計･製造･販売･施工･保守 E-mail： t.watanabe.nx@azbil.com 総務

〒880-0913 宮崎市恒久２丁目１９-３ 菊 ⽥ 光 宏

TEL：0985-52-2700 FAX：0985-52-2729 ⾦ 丸 澄 雄

取扱品目：浄化槽製造･販売 E-mail：sumio-kanemaru@e-ams.co.jp 広報

〒880-0856 宮崎市吉村町大町前甲２２５０-１浜⽥ビル１０１ ⻘ ⼭ 誠 司

TEL：0985-22-4536 FAX：0985-25-8948 ⻘ 井 祐 輔

取扱品目：各種光源・照明器具・光応用機器等の製造および販売 E-mail：aoi-yuusuke@eye.co.jp 技術

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-1日本⽣命ビル６階 原 ⽥ 大 助

TEL：092-433-8361 FAX：092-433-8360 原 ⽥ 大 助
取扱品目：電気暖房機（遠赤外線ヒーター、ペリメーターヒーター・パネル
ヒーター、フィルムヒーター等）・床及び天井放射冷暖房システム

E-mail：d.harada@i-central.co.jp 技術

〒880-0913 宮崎市恒久５丁目１５番地１３ 玉 置 祐 弘

TEL：0985-63-5001 FAX：0985-63-5007 工 藤 幹 雄

取扱品目：映像･音響機器･情報システムの販売･施工 E-mail：kudoh@in-tech.jp 技術

〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免８８３番地１ 植 松 孝 ⼀

TEL：0985-22-2211 FAX：0985-22-2238 ⻤ 束 泰 樹

取扱品目：太陽光発電 E-mail：ｔ-onitsuka@uematsu-grp.co.jp 技術

〒880-0841 宮崎市吉村町引土甲５４７番地 今 村 ⼀ 則

TEL：0985-23-6633 FAX：0985-23-6285 今 村 ⼀ 則

取扱品目：ポンプ･ファン E-mail： imamura.kazunori@ebara.com 広報

〒862-0967 熊本市南区流通団地１丁目２１番地 前 ⽥ 祐 ⼀

TEL：096-241-8020 FAX：096-241-8022 石 ⽥ 義 己

取扱品目：照明器具・LED照明・家具 E-mail： ishida@m1.endo-lighting.co.jp 事業

〒880-0832 宮崎市稗原町７-３ 加 藤 好 孝

TEL：0985-26-2314 FAX：0985-26-4883 ⾼ 橋   寿

取扱品目：ポンプ･⽔処理機器･ボイラー･省エネ機器・環境計測制御機器 E-mail： takahashi@katou-kouki.co.jp 技術

㈱加藤工機

植松商事㈱

㈱荏原製作所宮崎営業所

㈱遠藤照明熊本営業所

岩崎電気㈱宮崎事務所

㈱インターセントラル福岡営業所

㈲インターテクノ

アイホン㈱⿅児島営業所

㈱アシストユウ

アムズ㈱宮崎営業所

（⼀社）宮崎県設備設計事務所協会
賛助会員名簿

会  社  名 住     所

愛知時計電機㈱宮崎出張所



代表者
担当者
委員会

（⼀社）宮崎県設備設計事務所協会
賛助会員名簿

会  社  名 住     所

〒880-0841 宮崎市吉村町⻑⽥甲２３５２番地２ 沼 野 祐 磁

TEL：0985-24-1355 FAX：0985-20-3701 沼 野 祐 磁

取扱品目：ポンプ E-mail：y.numano@kawamoto-pump.co.jp 事業

〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免９５３番地１ 石 原 裕 二

TEL：0985-24-5411 FAX：0985-24-3137 村 瀬 淳 児

取扱品目：空調機器･エレベーター･エスカレーター･設備工事 E-mail： jyunji.murase@kyushuhitachi.com 総務

〒880-0916 宮崎市大字恒久字原出口４４８８番４ 川 添 郁 則

TEL：0985-51-3101 FAX：0985-54-4355 伊 東 伸 ⼀

取扱品目：電機設備機器 E-mail： fuminori.kawasoe@kmel.co.jp 総務

〒880-2215 宮崎市⾼岡町⾼浜1495番地55 ⽶ 良 充 典

TEL：0985-72-7880 FAX：0985-72-7881 ⻑ 友 禎 久
取扱品目：配電盤･⾼圧受電盤･LED照明器具・制御盤･ネットワークカメラ･
特殊電気工事

E-mail：kyouritsu@nag.bbiq.jp 技術

〒862-0976 熊本市中央区九品寺２-１-２４九品寺ビル５Ｆ 渡 邉 ⼀ 義

TEL：096-375-7090 FAX：096-375-7092 城 ⼾ 賢 二

取扱品目：ナースコール･インターホン設備 E-mail：k_kido@carecom.co.jp 技術

〒880-0824 宮崎市大島町南窪814番地4 佐々木 健 作

TEL：0985-38-5555 FAX：0985-38-5558 佐々木 健 作
取扱品目：「建設新聞」の発⾏、ウェブサイト「建設ネット」での情報配
信、ホームページ・システムの制作

E-mail：saｓa@kensetsu-net.com 総務

〒890-0073 ⿅児島市宇宿３丁目３８番２１号ハイデンス宇宿２０１号 中 島 信 明

TEL：099-812-8730 FAX：099-206-6800 ⻄ 浦 嘉 晃

取扱品目：放送･CCTV･AV･情報通信設備・無線システム E-mail：nishiura.yoshiteru@jvckenwood.com 広報

〒812-0026 福岡市博多区上川端町８-１８ 篠 原 浩 利

TEL：092-281-0020 FAX：092-281-0112 八 島 敏 雄

取扱品目：設備時計 E-mail：yashimat@citizen.co.jp 総務

〒862-0913 熊本市東区尾ノ上２丁目２８-４ 光 安 正 人

TEL：096-331-5560 FAX：096-331-5565 光 安 正 人
取扱品目：業務用エコキュート･真空無圧ヒーター･空調機器(デシカント,エ
アハン,ファンコイル)･ろ過装置･ボイラー

E-mail：m_mitu@showa.co.jp 事業

〒880-0001 宮崎市橘通⻄5丁目３-２２アルテ･ノースタワー１０１ 氷 室 憲 治

TEL：0985-23-5488 FAX：0985-23-5489 ⽥ 中 敏 則

取扱品目：電設建設資材各種 E-mail： t-tanaka@sei-shin.co.jp 広報

ダイキンＨＶＡＣソリューション九州㈱ 〒880-0912 宮崎市大字赤江飛江⽥７０１番地 岩 下 浩 明

宮崎支店 TEL：0985-51-4101 FAX：0985-52-3713 松 ⽥ 勝 則

取扱品目：空調･冷凍機器装置の卸販売及び設計施工 E-mail：katsunori.matsuda@grp.daikin.co.jp 総務

〒880-0879 宮崎市宮崎駅東３-１０-２ AKHマンション３０２号 松 本 英 秀

TEL：099-251-0150(⿅) FAX：099-251-0105(⿅) 吉 岡 洋 ⼀

取扱品目：照明器具 E-mail：Youichi_Yoshioka@lighting-daiko.co.jp 事業

昭和鉄工㈱南九州営業所

誠新産業㈱宮崎営業所

大光電機㈱宮崎事務所

建設ネット（有）

㈱ＪＶＣケンウッド南九州システム営業所

シチズンＴＩＣ㈱福岡支店

九州三菱電機販売㈱宮崎支社

㈱共⽴電機製作所

㈱ケアコム熊本支店

㈱川本製作所九州支店宮崎営業所

㈱九州日⽴宮崎支社



代表者
担当者
委員会

（⼀社）宮崎県設備設計事務所協会
賛助会員名簿

会  社  名 住     所

〒880-0032 宮崎市霧島５丁目２７-１ 日 髙 彰 ⼀

TEL：0985-27-6111 FAX：0985-27-6116 蓮 子 尋 志

取扱品目：建築設備資材全般 E-mail： takesen.info@gmail.com 総務

〒814-0006 福岡市早良区百道１丁目１８番２５号 谷 川 雅 幸

TEL：092-844-6501 FAX：092-852-1008 野 上 和 弘

取扱品目：中央監視装置・自動制御エンジニアリング E-mail：k-nogami@ckcnw.co.jp 技術

〒880-0912 宮崎市大字赤江飛江⽥７０１ 日 ⾼   勝

TEL：0985-50-0570 FAX：0985-50-0572 飯 沼 佑 公

取扱品目：空調機器･ボイラー･衛⽣器具 E-mail：yuukou.iinuma@grp.daikin.co.jp 技術

〒890-0069 ⿅児島市南郡元町１５-４レ・シゾービル１Ｆ 中 矢 直 樹

TEL：099-256-5245 FAX：099-254-1375 中 矢 直 樹

取扱品目：放送設備・サウンド機器・監視カメラ設備 E-mail： toa_kagoshima@toa.co.jp 事業

〒880-0123 宮崎市大字芳士８７０ 尾 方 忠 勝

TEL：0985-39-1577 FAX：0985-39-1089 尾 方 忠 勝

取扱品目：ポンプ･送風機･ろ過装置 E-mail：Ogata01@teral.co.jp 技術

東芝電材マーケティング㈱ 〒880-0032 宮崎市霧島５丁目６３番地 ⼭ 内 寛 富

九州支社宮崎支店 TEL：0985-24-3713 FAX：0985-24-5575 ⼾ 髙 浩⼀郎

取扱品目：電線･照明･電材商品総合卸 E-mail：koichiro.todaka@tsdm.co.jp 事業

〒880-0032 宮崎市霧島５丁目６３番地 ⼾ 髙 浩⼀郎

TEL：0985-20-8955 FAX：0985-24-5575 ⼾ 髙 浩⼀郎

取扱品目：照明･電材商品メーカー E-mail：koichiro.todaka@tsdm.co.jp 事業

〒880-0841 宮崎市吉村町⻑⽥甲２３７７-１ ⼾ 敷 庄 二

TEL：0985-28-7433 FAX：0985-26-0170 二 宮 智 樹

取扱品目：住宅設備機器 E-mail： tomoki.ninomiya@jp.toto.com 広報

〒890-0052 ⿅児島市上之園町３-４ 今 ⻄ 耕太郎

TEL：099-256-7929 FAX：099-255-1454 ⼭ ⽥ 幸 二

取扱品目：ボイラー･浴槽ろ過循環装置･床暖房･遠赤ヒーター E-mail：k.yamada@tomoeshokai.com 事業

〒890-0052  ⿅児島市上之園町２４-２第１２川北ビルＢＯＩＳ⿅児島３０２号室 佐々木 恒 考

TEL：099-812-8701 FAX：099-812-8705 佐々木 恒 考

取扱品目：自家発電装置 E-mail：sasaki@nishihatsu.co.jp 総務

〒880-0903 宮崎市太⽥２丁目４番１０号 豊 浦 晃 嗣

TEL：0985-52-1377 FAX：0985-52-1384 豊 浦 晃 嗣

取扱品目：消防施設工事業電気通信工事業 E-mail：nishinihonbousai@ybb.ne.jp 総務

〒880-0852 宮崎市⾼洲町２５番地１２ ⼭ 本 有 志

TEL：0985-28-5585 FAX：0985-28-5502 ⻄ 内 正 彦

取扱品目：ろ過装置･ステンレスプール･災害用機器・工業用薬品・プール用薬品 E-mail：nb-chemic@nb-net.jp 総務

㈱⻄日本防災

日⽶ケミック㈱

ＴＯＴＯ㈱宮崎営業所

㈱巴商会⿅児島営業所

⻄日本発電機㈱⿅児島営業所

ＴＯＡ㈱⿅児島営業所

テラル㈱宮崎営業所

東芝ライテック㈱宮崎事務所

㈱タケセン

千代⽥計装㈱

㈱ディー・エス・テック宮崎営業所



代表者
担当者
委員会

（⼀社）宮崎県設備設計事務所協会
賛助会員名簿

会  社  名 住     所

〒880-0007 宮崎市原町３番１４号リバータウン原町１０２号 緒 方 和 憲

TEL：0985-28-2710 FAX：0985-28-2201 緒 方 和 憲

取扱品目：総合防災メーカー E-mail：miyazaki@nittan.com 総務

〒880-0812 宮崎市⾼千穂通１丁目３番２６号 日 ⾼   均

TEL：0985-27-6131 FAX：0985-26-1113 小 野 洋 嗣

取扱品目：電設資材全般･電気通信設備 E-mail：ono@kk-hakuyou.com 広報

パナソニック産機システムズ㈱ 〒890-0068 ⿅児島市東郡元町１２-１４ 池 ⽥ 喜 彦

九州支店⿅児島営業所 TEL：099-812-9365 FAX：099-812-9367 池 ⽥ 喜 彦

取扱品目：食品(オープンケース)空調環境機器 E-mail： ikeda.yoshihiko2@jp.panasonic.com 事業

パナソニック システムネットワークス㈱ 〒880-0001 宮崎市橘通⻄５丁目１番２３ 小 林 利 広

宮崎営業所 TEL：0985-24-1455 FAX：0985-24-1472 栗 原 ・ ⼀ 瀬

取扱品目：放送･CATV･ITV･AV･情報通信･セキュリティ･その他弱電設備 E-mail：kurihara.takuya@jp.panasonic.com 技術

パナソニック㈱エコソリューションズ社 〒880-0811 宮崎市錦町1番10号宮崎ｸﾞﾘｰﾝｽﾌｨｱ壱番館（KITEN）4階 野 嶋 信 彦

宮崎電材営業所 TEL：0985-23-1115 FAX：0985-27-1522 甲 斐 真 樹

取扱品目：住宅設備･電設資材･照明器具 E-mail：kai.masaki@jp.panasonic.com 技術

〒880-0012 宮崎市末広１－９－１４ 平 ⽥ 研 治

TEL：0985-32-3064 FAX：0985-32-3074 平 ⽥ 研 治

取扱品目：浄化槽 E-mail：kenji_hirata@fujiclean.co.jp 総務

〒890-0063 ⿅児島市鴨池２丁目８番２号エントピア鴨池第１１-１Ｆ 宮 園 正 志

TEL：099-284-1089 FAX：099-214-9332 宮 園 正 志

取扱品目：貯湯槽･タンク類･ヘッダー･熱交換器 E-mail：plt227@beltecno.co.jp 総務

〒890-0052  ⿅児島市上之園町２４番４号不動産会館ビル３階 友 ⽥ 訓 夫

TEL：099-250-2601 FAX：099-250-2401 友 ⽥ 訓 夫
取扱品目：密閉式膨張タンク･グリーストラップ･集塵機などの製造販売・製
缶類各種・HACCP対応排⽔桝,側溝・ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ配管、ｽﾃﾝﾚｽ加工管

E-mail： tomotak@horkos.co.jp 技術

〒880-0024 宮崎市祇園３丁目５番地 坪 ⽥ 茂 己

TEL：0985-35-5636 FAX：0985-28-5866 坪 ⽥ 茂 己

取扱品目：自動火災報知設備･防犯設備･テレビ共聴設備 E-mail：stsubota@hochiki.co.jp 広報

〒880-0027 宮崎市⻄池町６-１０沼口ビル１０１ 溝 口 喜 治

TEL：0985-25-3877 FAX：0985-20-1104 野 ⽥ 洋⼀郎

取扱品目：TV受信機器・TVｱﾝﾃﾅ･衛星受信･通信機器･CATV機器･工事 E-mail：miyazaki@maspro.co.jp 広報

三菱電機住環境システムズ㈱ 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江⽥１５０-１ 大 野 孝 治

九州支社宮崎支店 TEL：0985-56-6060 FAX：0985-56-2771 石 丸 栄 二

取扱品目：冷熱･住設品･家電品 E-mail：Ono-Kouji@mellife.co.jp 事業

〒880-0913 宮崎市恒久１丁目６番１号 篠 原 政 治

TEL：0985-54-6181 FAX：0985-54-0459 三 原 正 直

取扱品目：空調自動制御機器･販売･設計･施工･保守 E-mail：mihara_tadanao@mkoyo.co.jp 事業

マスプロ電工㈱宮崎営業所

南九州向洋電機㈱宮崎支店

㈱ベルテクノ⿅児島営業所

ホーコス㈱⿅児島営業所

ホーチキ㈱宮崎営業所

㈱白陽

フジクリーン工業㈱宮崎営業所

ニッタン㈱宮崎支店



代表者
担当者
委員会

（⼀社）宮崎県設備設計事務所協会
賛助会員名簿

会  社  名 住     所

〒880-0925 宮崎市本郷北方２４８８-１３ 上熊須 健 二

TEL：0985-51-2817 FAX：0985-54-3369 上熊須 健 二
取扱品目：業務用厨房機器、製造販売、食器等の販売、厨房設備設計・施
工・保守、食品工場の設計・施工・保守

E-mail：aiho-miyazaki@nyc.odn.ne.jp 広報

〒880-8522 宮崎市阿波岐原町野間３１１番地１ 奥 野 浩 ⼀

TEL：0985-39-3173 FAX：0985-39-1080 岩 切 隆 雄

取扱品目：ガス器具全般･ガス設備工事 E-mail：okuno@miyazakigas.co.jp 事業

〒880-0925 宮崎市大字本郷北方⾼⼭２４８５番２０ 塩 月 光 夫

TEL：0985-65-5110 FAX：0985-65-5112 芳 野 裕 幸

取扱品目：ガス空調･給湯･床暖房･⼀般器具･太陽光発電システム E-mail： info@miyazakigas-living.jp 広報

〒880-0024 宮崎市祇園２丁目１４０番地１ 岩 切 充 弘

TEL：0985-27-2161 FAX：0985-27-2164 ⼭ 岡 誠 治

取扱品目：⾼圧ガス製造販売･医療ガス･⾼圧ガス設備設計･施工 E-mail： info@m-sanso.jp 広報

〒880-0862 宮崎市潮⾒町１００番地１ 大 野 光 昭

TEL：0985-28-0882 FAX：0985-28-4066 酒 井 忠 紀

取扱品目：空調･給排⽔衛⽣設備･冷凍冷蔵･設計施工 E-mail：m-nanryo@huk.bbiq.jp 事業

〒880-0802 宮崎市別府町４番３３号 ⽶ 良 充 典

TEL：0985-26-2727 FAX：0985-22-1787 都 原 武 文

取扱品目：照明器具及び電材商品･AV機器･OA機器 E-mail： tohara@mera-denki.co.jp 広報

〒880-0951 宮崎市大塚町権現昔８１０-４ＳＴＭ-１-２０１ ⽥之上 耕 也

TEL：0985-47-3050 FAX：0985-47-3002 ⽥之上 耕 也

取扱品目：ステンレス製受⽔槽･配⽔池･貯湯槽･熱交換器･オイルタンク E-mail：kouya_tanoue@morimatsu.co.jp 広報

矢崎エナジーシステム㈱ 〒812-0042 福岡市博多区豊１丁目１０番６８号 ⽔ 野 逸 実

環境システム事業部 ⻄部営業部 TEL：092-411-4835 FAX：092-472-1096 柏 木 厚 人
取扱品目：吸収式冷温⽔機･LPG供給機器･電線・ソ－ラ－機器・ペレット焚
吸収式冷温⽔機

E-mail：atsuhito.kashiwagi@jp.yazaki.com 広報

ヤンマーエネルギーシステム㈱ 〒891-0132 ⿅児島市七ツ島１丁目４番１３号 林 ⽥ ⺒ 年

福岡支店南九州営業所 TEL：099-261-7955 FAX：099-262-5068 松 尾 雄⼀郎（空）

取扱品目：発電機及び空調機器 E-mail：yuuichirou_matsuo@yanmar.co.jp（空調） 小 倉 宏 友（発）

hirotomo_ogura@yanmar.co.jp（発電） 技術

〒880-0032 宮崎市霧島５丁目６番地 ⿊ 岩 鉄 也

TEL：0985-27-1553 FAX：0985-22-3946 ⿊ 岩 鉄 也

取扱品目：放送・音響設備・映像設備 E-mail：kuroiwa@estate.ocn.ne.jp 総務

㈱ＬＩＸＩＬ九州支社宮崎支店 〒880-0841 宮崎市吉村町今村甲4186-2 稲 森 陽 志

宮崎営業所 TEL：0985-24-7886 FAX：0985-29-4520 早 川 浩⼀郎

取扱品目：住宅設備機器製造販売･タイル E-mail： fs.miyazaki@lixil.com 事業

〒880-0055 宮崎市南花ケ島３１０-１-１階 野⾒⼭ 修 ⼀

TEL：0985-27-6327 FAX：0985-27-6324 野⾒⼭ 修 ⼀

取扱品目：ガス器具全般 E-mail：ShuichiNomiyama@rinnai.co.jp 技術

㈲ラウンド・システム

リンナイ㈱宮崎営業所

宮崎南菱冷熱㈱

⽶良電機産業㈱

森松工業㈱宮崎営業所

宮崎ガス㈱宮崎支店

㈱宮崎ガスリビング

宮崎酸素㈱

㈱宮崎アイホー


