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平成30年　5月10日現在

名      称 住      所 電話番号

有限会社　アリオン 伯耆町 溝口162番地1 62-1135

有限会社　植田商会 伯耆町 大殿543番地2 68-2041

エーアール建築事務所 伯耆町 溝口457番地3 63-0477

オカノ設備 伯耆町 小林618 68-3612

株式会社　清水設備 伯耆町 押口332-3 0859-57-6163

有限会社　下村建設 伯耆町 久古1050番地 68-2164

有限会社　電水 伯耆町 溝口356番地1 62-0811

有限会社　中島工業 伯耆町 谷川240番地1 62-0908

ナカダ電通工業 伯耆町 吉長29番地11 68-3847

有限会社　藤原建築工務店 伯耆町 古市856-1 62-0954

松浦設備 伯耆町 丸山1417番地 68-2411

松本設備 伯耆町 三部190番地 62-7346

有限会社　アイシン 米子市 彦名町527-2 29-4187

株式会社　会見設備 南部町 天万1065番地6 64-2451

水道屋　あきさと 米子市 下郷410 21-3939

有限会社　アクア 米子市 大篠津町779番地4 25-0871

有限会社　アスカ 境港市 誠道町4番地 45-4010

足立燃料　有限会社 境港市 幸神町154番地 45-2131

浦安工業　株式会社　山陰営業所 米子市 彦名町4562番地3 24-2547

株式会社　岡田商店 米子市 上福原673番地4 0859-23-3650

有限会社　コーセン 日野郡 江府町江尾47番地9 0859-75-2124

有限会社　岡本設備 南部町 天万1039番地6 64-3332

奥工業　株式会社 広島県 尾道市高須町897番地1 0848-46-3807

木山建築工務店 日野郡 江府町俣野691番地1 0859-72-2234

有限会社　車尾設備工業 米子市 車尾3丁目10番8号 33-0234

倉吉管機工業株式会社 倉吉市 福庭町1丁目573番地 0858-26-5316

有限会社　小林設備 米子市 奥谷319-31 26-1038

斉藤建材店 日野郡 日野町根雨626番地2 0859-72-1238

山陰冷暖株式会社 島根県 出雲市今市840番地3 0853-21-3415

株式会社　三晃空調 大阪府 大阪市北区西天満3丁目13番20号 06-6363-1671

株式会社　三徳興産 米子市 榎原1452番地1 26-0508

有限会社　三和水道工業所 米子市 錦町2丁目83番地 22-4914

有限会社　シオテック 日吉津村日吉津25-1 27-3683

株式会社　シンセイ 米子市 西福原9丁目19番15号 35-6560

シンセイ技研　株式会社　米子営業所 米子市 両三柳2360番地9 35-5866

新生工業 米子市 吉岡319番地15 27-2813

セイブ工業　有限会社 米子市 夜見町2802番地1 29-6931

株式会社　ゼンシン工業 米子市 彦名町5344番地1 21-7220

曽我工業　株式会社 米子市 富益町63番地8 25-1186

株式会社　曽我設備サービス 米子市 二本木920-1 37-1230

株式会社　大協組 米子市 蚊屋235番地2 0859-27-0611
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大幸設備工業　有限会社 米子市 両三柳150番地3 32-9615

株式会社　大山設備 米子市 皆生5丁目13番46号 32-8164

株式会社　大丸水機 米子市 淀江町西原106番地1 56-3860

株式会社　太陽水道工事 松江市 学園南1-16-6 0852-22-3204

太陽日酸エネルギー中国(株)山陰支店 米子市 昭和町11番地 33-2521

有限会社　ダイワ鋼商 日吉津村日吉津194番地9 27-5019

大和設備　株式会社　米子支店 米子市 米原5丁目1番11号 34-7121

有限会社　高広工業 米子市 福市383番地1 26-5881

株式会社　中国ネオ 広島市 西区庚午北2丁目6番28号 082-507-7210

株式会社　中電工　米子営業所 米子市 東福原3丁目8番14号 33-3771

有限会社　テック 米子市 一部162-2 37-1715

天満設備 米子市 旗ヶ碕4-7-34 29-2565

株式会社　西田電業社 岡山県 真庭市落合町下市瀬1194 0867-52-0243

有限会社　はしもと 南部町 法勝寺334-1 66-2021

有限会社　橋本工業所 境港市 小篠津町257-1 45-3230

有限会社　斐川水道 島根県 簸川郡斐川町大字直江町4018番地2 0853-72-0427

有限会社　ヒロ設備工業 米子市 旗ヶ碕2212番地 22-8676

有限会社　藤井水道工務店 米子市 三本松2丁目12番5号 34-1336

有限会社　舩原設備工業 米子市 夜見町1639番地4 24-0807

株式会社　松東電機 米子市 二本木1009番地7 27-4141

株式会社　松本油店 米子市 米原9丁目4番9号 33-4577

株式会社　丸福 米子市 淀江町佐陀721-2 56-2821

株式会社　みたこ土建 米子市 八幡486番地1 39-7173

三菱電機システムサービス株式会社 東京都 世田谷区太子堂4丁目1番1号 03-5431-7750

有限会社　三森工務店 日野郡 日南町三栄1162番地5 0859-82-0352

株式会社　ミテック 米子市 吉谷217番地 26-5200

美保水道工業　有限会社 境港市 小篠津町495 45-0014

宮脇鉄工所 日野郡 日野町本郷20番地1 0859-72-1098

株式会社　向井 米子市 彦名町4171 29-0830

株式会社　モチダ 米子市 蚊屋248番地1 27-1651

有限会社　モリスイ 米子市 古市90-1 26-1459

有限会社　モロユ水道 大山町 御来屋142-1 54-2227

ヤストモ設備 米子市 河崎160 29-1841

有限会社山岡建築サービス 米子市 大崎2171番地4 0859-28-6245

山口工業 日野郡 江府町江尾1780-9 0859-75-2264

山根設備 岡山県 真庭市山久世62番地 0867-44-7780

米子ガス産業　株式会社 米子市 旗ケ崎2200番地 33-3431

有限会社　リード 米子市 西福原8丁目17番26号 34-9649

有限会社　リサイクルテクノ 米子市 両三柳3863番地10 29-0151

ワイズ 米子市 新開7丁目10-31 33-2462

渡辺商会 米子市 吉岡99番地2 27-4892


