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愛知時計電機㈱ 水道メータ･ガスメータ･計測機器･ 〒880-0014 0985-24-2279 http://www.aichitokei.co.jp

宮崎出張所 高齢者住宅機器 宮崎市鶴島3丁目68番地 0985-22-4676 miyazakiso@inet1.aichitokei.co.jp

アイホン㈱ インターホン･ナースコール･ 〒890-0054 099-256-1561 http://www.aiphone.co.jp

鹿児島営業所 防犯防災・視聴覚機器 鹿児島市荒田2丁目31番7号 099-258-7461

アムズ㈱ 浄化槽製造･販売 〒880-0913 0985-52-2700 http：//www.e-ams.co.jp

宮崎営業所 宮崎市恒久2丁目19-3 0985-52-2729

㈱ＬＩＸＩＬ九州支社宮崎支店 住宅設備機器製造販売・タイル 〒880-0841 0985-25-2821 http://www.inax.co.jp

住設ル－ト営業所 宮崎市吉村町寺ノ下甲2298-1 0985-29-4520

岩崎電気㈱ 各種光源・照明器具・光応用機器 〒880-0856　　　　 宮崎市吉村町 0985-22-4536 http://www.iwasaki.co.jp

宮崎営業所 等の製造および販売 大町前甲2250-1浜田ﾋﾞﾙ101 0985-25-8948

㈲インターテクノ 映像・音響機器・ 〒880-0913 0985-63-5001 http://www.in-tech.jp/

情報システムの販売・施工 宮崎市恒久5丁目15番地13 0985-63-5007 kudoh@in-tech.jp

（株）荏原製作所 ポンプ･冷凍機･ファン 〒880-0841 0985-23-6633 http://www.et.ebara.com

宮崎営業所 宮崎市吉村町引土甲547番地 0985-23-6285 Haruyoshi.yamamoto@et.ebara.com

㈱遠藤照明 照明器具・ＬＥＤ照明・家具 〒862-0972　　　熊本市　　　　　　　　 096-241-8020 http://www.endo-lighting.co.jp/

熊本営業所 南区流通団地1丁目21番地 096-241-8022 ishimoto@m1.endo-lighting.co.jp

㈱加藤工機 ポンプ･水処理機器･ボイラー･ 〒880-0832 0985-26-2314 http://www.katou-kouki.co.jp

浴場設備 宮崎市稗原町7-3 0985-26-4883 takahashi@katou-kouki.co.jp

㈱川本製作所 ポンプ 〒880-0841　　　　　　　　　 宮崎市 0985-24-1355 http://www.kawamoto-pump.co.jp

九州支店宮崎営業所 吉村町長田甲2352番地2 0985-20-3701 y.numano@kawamoto-pump.co.jp

㈱九州日立 空調機器･エレベーター･ 〒880-0036　　　　　　　　　 宮崎市 0985-24-5411
http://www.hitachi.co.jp/area/kyushu/group/compa

ny/50/2045804 40968.html

宮崎支社 エスカレーター・設備工事 花ヶ島町観音免953番地1 0985-24-3137

九州三菱電機販売㈱ 電機設備機器 〒880-0916　　　　　　　　　 宮崎市 0985-51-3101 http://www.kmel.co.jp/

宮崎支社 大字恒久字原出口4488番4 0985-54-4355

㈱共立電機製作所 配電盤・高圧受電盤・ＬＥＤ照明器具・ 〒880-0912　　　　　　　　　 宮崎市 0985-53-6121

制御盤・ネットワークカメラ・特殊電気工事 大字赤江飛江田797番地 0985-51-8991 kyouritsu@nag.bbiq.jp

（株）ケアコム ナースコール・インターホン設備 〒862-0976　　　　　　　　　 熊本市 096-375－7090 http://www.carecom.jp/

熊本支店 中央区九品寺2-1-24九品寺ﾋﾞﾙ5F 096－375－7092

（株）アシストユウ IT機器及びｿﾌﾄｳｪｱ-・監視ｶﾒﾗ 〒880-0834　　　　　　　　　 0985-83-4217 http://www.assistyou-m.com/

宮崎市別府町前浜1401-30 0985-83-4218

昭和鉄工㈱ 業務用エコキュート・真空無圧ヒーター・ 〒862-0913 096-331-5560 http://www.showa.co.jp

南九州営業所 空調機器・ろ過装置・ボイラー 熊本市尾ノ上2丁目28-4 096-331-5565 y_kuro@showa.co.jp

誠新産業㈱ 電設建設資材各種 〒880-0001　　　　宮崎市橘通西 0985-23-5488 http://www.inf.ne.jp/kigyo/seishin/

宮崎営業所 5丁目3-22ｱﾙﾃ･ﾉｰｽﾀﾜｰ101 0985-23-5489 AKNAKANO@so.ssn.sei-shin.co.jp

ダイキンＨＶＡＣ 空調・冷凍機器装置の卸販売 〒880-0912　　　　　　　　　 宮崎市 0985-51-4101

ソリュ－ション九州(株）宮崎支店 及び設計施工 大字赤江飛江田701番地 0985-52-3713

大光電機㈱ 照明器具 〒891-0879　　　宮崎市 099-251-0150 http://www.lighting-aiko.co.jp

宮崎営業所 駅東3-10-2AKHﾏﾝｼｮﾝ302号 099-251-0105 toshimi_hirakawa@lighting-daiko.co.jp

㈱タケセン 建築設備資材全般 〒880-0032 0985-27-6111 http://www.takesen.co.jp/

宮崎市霧島5丁目27-1 0985-27-6116 mnagatomo@takesen.co.jp
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㈱ディー・エス・テック 空調機器･ボイラー･衛生器具 〒880-0912 0985-50-0570 http://www.daikin.co.jp/group/DST/index.html

宮崎営業所 宮崎市大字赤江飛江田701 0985-50-0572 keidou.minami@grp.daikin.jp

ＴＯＡ㈱ 非常放送設備・サウンド機器・ 〒890-0069　　　　　　　　鹿児島市 099-256-5245 ｈｔｔｐ：//www.toa.co.jp/

鹿児島営業所 ＣＣＴＶ・情報通信 南郡元町15-4ﾚ･ｼｿﾞｰﾋﾞﾙ1F 099-254-1375

テラル㈱ ポンプ･送風機･ろ過装置･ 〒880-0123 0985-39-1577 http://www.teral.net/

宮崎営業所 ポリブデン 宮崎市大字芳士870 0985-39-1089

東芝電材マーケティング㈱ 電線・照明電材商品総合卸 〒880-0032 0985-24-3713

九州支社宮崎支店 宮崎市霧島5丁目63番地 0985-24-5575 koichiro.todaka@tsdm.co.jp

東芝ライテック㈱ 電線・照明・電材商品総合卸 〒880-0032 0985-20-8955 http://www.tlt.co.jp/

宮崎事務所 宮崎市霧島5丁目63番地 0985-24-5575

ＴＯＴＯ㈱ 住宅設備機器 〒880-0841 0570-001884 http://www.toto.jp/

宮崎営業所 宮崎市吉村町長田甲2377-1 0985-26-0170

㈱巴商会 ボイラー・浴槽ろ過循環装置・ 〒890-0052 099-256-7929 http://www.tomoeshokai.com

鹿児島営業所 床暖房・遠赤ヒーター 鹿児島市上之園町3-4 099-255-1454 ｋ．ｔｓｕｋａｄａ＠ｔｏｍｏｅｓｈｏｋａｉ．ｃｏｍ

㈱西日本防災 消防施設工事業 〒880-0903 0985-52-1377

電気通信工事業 宮崎市太田町2丁目4番10号 0985-52-1384 nishinihonbousai@ybb.ne.jp

日米ケミック㈱ ろ過装置･ステンレスプール･ 〒880-0912　　　　　　　　　 宮崎市 0985-63-2252

災害用機器 大字赤江飛江田1797番地4 0985-63-2253 nb-chemic@nb-net.jp

ニッタン㈱ 総合防災メーカー 〒880-0814 0985-28-2710 http://www.nittan.com/

宮崎支店 宮崎市江平中町8番地11 0985-28-2201 miyazaki@nittan.com

㈱ＪＶＣケンウッド 放送・ＣＣＴＶ・ＡＶ・情報通信設備 〒891-0114　　　　　　　　鹿児島市 099-263-5775 http://www.jvckenwood.co.jp/

南九州ｼｽﾃﾑ営業所 無線ｼｽﾃﾑ 小松原1-5-17アステージ重野1Ｆ 099-269-8833 nishiura-yoshiteru@jvc-victor.jp

㈱白陽 電設資材全般・電気通信設備 〒880-0812 0985-27-6131

宮崎市高千穂通1丁目3番26号 0985-26-1113 ono@kk-hakuyou.com

パナソニックシステム 放送・ＣＡＴＶ・ＩＴＶ・ＡＶ・情報通信・ 〒880-0001 0985-24-1455 http://panasonic.co.jp/pss/pssj/

ネットワ-クス㈱宮崎営業所 セキュリティ・その他弱電設備 宮崎市橘通西5丁目1番23 0985-24-1472 ichinose.takashi@jp.panasonic.com

パナソニック（株）ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 住宅設備・電設資材・照明器具 〒880-0023 0985-23-1115 http://panasonic-denko.co.jp

宮崎電材営業所 宮崎市霧島４丁目１２９番１号 0985-27-1522 na-chan@panasonic-denko.co.jp

フジクリーン工業㈱ 浄化槽 〒880-0841 0985-32-3064 http://www.fujiclean.co.jp

宮崎営業所 宮崎市吉村町稗原乙118-2 0985-32-3074 miyazaki@fujiclean.co.jp

㈱ベルテクノ タンク類・貯湯槽・ヘッダー・熱交換器 〒890-0063　鹿児島市鴨池2丁目 099－284－1089 http://beltecno.co.jp/

鹿児島営業所 8番2号ｴﾝﾄﾋﾟｱ鴨池第11-1F 099－214－9332 plt225@beltecno.co.jp

ホーコス㈱ 製缶類・ＨＡＣＣＰ対応桝・ＳＵＳ側溝・フード・ＧＦ 〒890-0052　鹿児島市上之園町 099-250-2601 http://www.horkos.co.jp 7.iwait@horkos.co.jp

鹿児島営業所 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 24番4号不動産会館ﾋﾞﾙ3階 099-250-2401

ホーチキ㈱ 自動火災報知設備・防犯設備・ 〒880-0024 0985-35-5636 http://www.hochiki.co.jp

宮崎営業所 テレビ共聴設備 宮崎市祇園3丁目5番地 0985-28-5866

マスプロ電工㈱ TV受信機器･ＴＶアンテナ・衛星受信・ 〒880-0027 0985-25-3877 http://www.maspro.co.jp/

宮崎営業所 通信機器・ＣＡＴＶ機器・工事 宮崎市西池町6-10沼口ﾋﾞﾙ101 0985-20-1104 miyazaki@maspro.co.jp 

三菱電機住環境システムズ㈱ e冷熱・住設品・家電品 〒880-0912　　　　　　　　　宮崎市 0985-56-6060

九州社宮崎支店 大字赤江字飛江田150-1 0985-56-2771
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南九州向洋電機㈱ 空調自動制御機器･販売･ 〒880-0913 0985-54-6181 http://www.mkoyo.co.jp

宮崎支店 設計･施工･保守 宮崎市恒久1丁目6番1号 0985-54-0459 miyazaki@mkoyo.co.jp

宮崎ガス㈱ ガス器具全般･ガス設備工事 〒880-8522　　　　　　　　　 宮崎市 0985-39-3173 http://www.miyazakigas.co.jp

宮崎支店 阿波岐原町野間311番地1 0985-39-1080

㈱宮崎ガスリビング ガス空調・給湯・床暖房・ 〒880-0879 0985-24-2511

一般器具･太陽光発電システム 宮崎市宮崎駅東2丁目1番地3 0985-24-8048 mgis88@mnet.ne.jp

宮崎酸素㈱ 高圧ガス製造販売･ 〒880-0024 0985-27-2161 http://www.m-sanso.jp

医療ガス･高圧ガス設備設計･施工 宮崎市祇園2丁目140番地1 0985-27-2164 info@m-sanso.jp

宮崎南菱冷熱㈱ 空調･給排水衛生設備･ 〒880-0862 0985-28-0882

冷凍冷蔵･設計施工 宮崎市潮見町100番地1 0985-28-4066 m-nanryo@huk.bbiq.jp

米良電機産業㈱ 照明器具及び電材商品･ 〒880-0802 0985-26-2727

AV機器･OA機器 宮崎市別府町4番33号 0985-22-1787 tohara@mera-denki.co.jp

森松工業㈱ ステンレス製受水槽･配水池･ 〒880-0951　　　　 宮崎市大塚町 0985-47-3050 http://www.morimatsu.co.jp/

宮崎営業所 貯湯槽･熱交換器･オイルタンク 権現昔810-4STM-1-201 0985-47-3002 morie_ishitani@morimatsu.co.jp

矢崎エナジﾞ-システム（株） 吸収式冷温水機・ＬＰＧ供給機器・電線・ 〒812-0042 092-411-4835 http://www.yazaki-group.com/

環境システム事業部　西部営業部 ソーラー機器・ペレット焚吸収式冷温水機 福岡県福岡市博多区豊1-10-68 092-472-1096

ヤンマーエネルギーシステム㈱ 発電機 〒812-0857　　福岡県福岡市 092-441-0543 http://www.yanmar.co.jp

福岡支店 博多区西月隅1丁目5番8号 092-473-0667

ヤンマーエネルギーシステム㈱ 空調機器 〒891-0132 099-261-7955 http://www.yanmar.co.jp

福岡支店南九州営業所 鹿児島市七ツ島1丁目4番13号 099-262-5068 hirotomo_ogura@yanmar.co.jp

リンナイ㈱ ガス器具全般 〒880-0055 0985-27-6327 http://www.rinnai.co.jp

宮崎営業所 宮崎市南花ケ島310-1-1階 0985-27-6324 ShuichiNomiyama@ss.rinnai.co.jp

植松商事（株） 太陽光発電 〒880-0036　　　　　　　　　 宮崎市 0985-22-2211 http://www.uematsu-grp.co.jp

花ｹ島町観音免883番地1 0985-22-2238 k-kaneko＠uematsu-grp.co.jp

ｱｽﾞﾋﾞﾙ㈱ 空調用自動制御機器の設計・製造・販売 〒891-0114　　　　　　　　鹿児島市 099－210－1128

ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ鹿児島営業所 施工・保守 小松原2-17-25今村ﾋﾞﾙ 099－269－8365

ｼﾁｽﾞﾝTIC（株） 設備時計 〒812-0026　　　　　福岡県福岡市 092-281-0020

福岡支店 博多区上川端町8-18 092-281－0112

西日本発電機（株） 自家発電装置 〒890－0052　　　　　　　　鹿児島市 099-812－8701

鹿児島営業所 上之園町24-2 099-812－8705

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸES産機ｼｽﾃﾑ（株） 食品（ｵｰﾌﾟﾝｹｰｽ）・空調環境機器 〒890－0068 099-255－4688

九州支店鹿児島営業所 鹿児島市東郡元町12-14 099－252－6224

（株）宮崎ｱｲﾎｰ 業務用厨房機器・製造販売・食器等の販売 〒880-0925　　　　　　　　　　宮崎市 0985－51－2817

本郷北方2488－13 0985－54－3369

（有）ﾗｳﾝﾄﾞ・ｼｽﾃﾑ 放送・音響設備・映像設備 〒880-0032 0985-27-1553

宮崎市霧島5丁目6番地 0985-22-3946

ニチコン株式会社 蓄電ｼｽﾃﾑ 〒812-0011福岡市博多区博多駅前 092-474-5861 http://www.nichicon.co.jp/top.html

福岡営業所 4丁目4番23号　第3岡部ﾋﾞﾙ4階 092-474-0143


