
株式会社　サンイーテクノサービス
宮崎市東大宮2丁目26－14
TEL：0985－23－3459

株式会社　武田ポンプ店　都城営業所
都城市姫城町16－13
TEL：0986－46－8164

株式会社　武田ポンプ店　延岡営業所
延岡市平原町5－1490－3
TEL：0982－23－1620

有限会社　若松電気工事店
西諸県郡高原町大字広原4962－4
TEL：0984－42－4006

西諸地区

エースサービス
都城市都原町7361－5
TEL：0986－25－5115

都城地区

日向地区

延岡地区

くぼた商事
高鍋町大字持田1675－17
TEL：0983－23－1009

児玉防災
高鍋町大字持田2703－1
TEL：0983－22－4623

株式会社　琴弾
高鍋町大字蚊口浦5622－1
TEL：0983－22－2630

柳電工
高鍋町大字上江7110番地4
TEL：0983－23－1750

有限会社　真和電機
高鍋町大字北高鍋3344－1
TEL：0983－23－5681

四角目電気水道設備
高鍋町大字北高鍋1174番地14
TEL：0983－23－5309

株式会社　黒木電気工事店
高鍋町大字上江2034－6
TEL：0983－23－0675

有限会社　清水電設
新富町富田三丁目101－3
TEL：0983－33－4262

株式会社　タツヤ電気
新富町富田北1丁目46－1
TEL：0983－33－3623

有限会社　川上電機
新富町大字三納代1864－45
TEL：0983－33－2452

東児湯消防設備保守協同組合
木城町大字椎木4729－2
TEL：0983－21－4072

有限会社　新生電機商会
新富町大字上富田6720－10
TEL：0983－33－3728

有限会社　高橋電業
川南町大字川南13864－35
TEL：0983－27－0429

村井電機株式会社
川南町大字川南13976
TEL：0983－27－2177

矢野電気工事
木城町大字高城4137
TEL：0983－32－2113

三島電気　株式会社
都農町大字川北4659－10
TEL：0983－25－3211

株式会社　日興電工
西都市大字岡富1148
TEL：0983－43－3439

株式会社　岩崎電管工業
西都市上三財5294－4
TEL：0983－44－5709

西都消防設備保守協同組合
西都市聖陵町1丁目10
TEL：0983－43－1994

西都電気工事業協同組合
西都市聖陵町1丁目46－2
TEL：0983－42－4895

株式会社　甲斐電機工事
西都市中妻2丁目97
TEL：0983－43－0168

有限会社　三輪プロパン
西都市童子丸212－13
TEL：0983－42－3791

日南防災設備管理
日南市大字殿所1891－13
TEL：0987－25－3606

株式會社　宮元電設
日南市星倉1237番地1
TEL：0987－22－2140

萩原電気工事有限会社
日南市飫肥5丁目1－23
TEL：0987－25－1378

株式会社　電工社　日南営業所
日南市中央通1丁目10－9
TEL：0987－22－2135

有限会社　日南ヤマト防災
日南市中平野1丁目15－7
TEL：0987－23－3022

有限会社　興南防災
日南市南郷町中村乙5513－13
TEL：0987－64－2039

有限会社　工藤消防設備
日南市星倉4丁目6－9
TEL：0987－25－9958

有限会社　旭消防設備
串間市大字西方3899－1
TEL：0987－72－0664

株式会社　横山電氣水道商会
小林市野尻町東麓2558－5
TEL：0984－44－1106

株式会社　日備
日向市永江町2丁目58
TEL：0982－52－3235

有限会社　太協工品販売
日向市永江町3－14－1
TEL：0982－52－0967

有限会社　日向冷熱工業
日向市亀崎東1丁目31番地
TEL：0982－52－3636

中村消防防災株式会社　日向営業所
日向市大王町2丁目31
TEL：0982－52－2711

北崎防災
日向市大王町5丁目16
TEL：0982－54－3252

有限会社　ナカシマ
小林市大字細野3861
TEL：0984－22－8706

株式会社　小園テックス
小林市大字細野61－17
TEL：0984－23－1456

株式会社　大正水流
えびの市大字原田3144番地2
TEL：0984－33－3392

株式会社　オーム工業
えびの市大字向江812－1
TEL：0984－37－1631

松尾電気管理事務所
小林市駅南25番地
TEL：0984－23－3523

株式会社　シマダ防災設備
都城市南横市町4008－2
TEL：0986－24－6099

株式会社　マエムラ電設
都城市蓑原町2319－4
TEL：0986－25－4367

カミムラ電気防災
都城市高城町石山143－2
TEL：0986－53－2147

倉本消防電設
都城市上長飯505番地4
TEL：0986－57－7260

石田電気事務所
都城市太郎坊町6092－2
TEL：0986－38－4456

株式会社　アブニール
東臼杵郡門川町大字加草88－3
TEL：0982－63－7051

上野消防設備
都城市梅北町9678
TEL：0986－39－5595

株式会社　ヤマトボーデン
都城市上長飯町57－2
TEL：0986－22－0640

有限会社　四季設備
都城市志比田町4509－1
TEL：0986－22－2562

谷山設備
都城市志比田町5288番地1
TEL：0986－24－6540

松下総合設備株式会社
えびの市大字島内637－8
TEL：0984－37－0234

株式会　福元電設
えびの市大字大明司1154－1
TEL：0984－33－2045

岩下電気管理事務所
えびの市大字岡松221
TEL：0984－37－0512

つやげん九州株式会社
都城市宮丸町3048－1
TEL：0986－25－2828

株式会社　永幸電設　都城本店
都城市吉尾町615－1
TEL：0986－38－1529

株式会社　霧島電設
都城市太郎坊町934番地4
TEL：0986－36－7543

株式会社　不二電気水道工業
日向市財光寺1286
TEL：0982－54－2348

株式会社　甲斐設備工業
日向市財光寺405
TEL：0982－54－5552

青葉メディカル株式会社
都城市早鈴町17街区6号
TEL：0986－22－4111

株式会社　ビスイ
日向市北町2丁目45
TEL：0982－52－8815

株式会社　佐藤設備
日向市迎洋園2丁目55
TEL：0982－52－1887

株式会社　細島電業
日向市大字財光寺比良6088
TEL：0982－52－6478

株式会社　柏田電業社
日向市大字日知屋15890
TEL：0982－52－3572

有限会社　和田電工社
日向市大字日知屋字木原16308－1
TEL：0982－52－7359

有限会社　黒木電気消防
日向市大字日知屋字塩田16185－2
TEL：0982－53－3836

興梠電設
日向市亀崎3丁目11番地
TEL：0982－54－3688

有限会社　でんき百十番
日向市亀崎3丁目17－2
TEL：0982－52－7110

株式会社　日光電機
高千穂町大字三田井868－4
TEL：0982－72－3385

有限会社　甲斐電工
高千穂町大字三田井30－1
TEL：0982－72－2882

押方電設株式会社
高千穂町大字押方1215
TEL：0982－72－2409

株式会社　コダマ設備工業
日向市大字財光寺279番地2
TEL：0982－54－0098

株式会社　興電舎
延岡市浜町222－1
TEL：0982－33－3602

有限会社　かたかべ電気
延岡市日の出町1丁目17－12
TEL：0982－32－1515

旭進興業株式会社
延岡市別府町3903－2
TEL：0982－32－3156

有限会社　旭ケミカル
延岡市平原町2丁目1454
TEL：0982－32－1935

株式会社　ミナミ設備
延岡市平原町4丁目1976－2
TEL：0982－31－1300

浄水工業有限会社
延岡市古川町67－1
TEL：0982－34－5055

株式会社　通信特機
延岡市別府町3090－1
TEL：0982－31－2121

三輪商事株式会社
延岡市三ツ瀬町2丁目3－10
TEL：0982－33－5421

株式会社　パシック
延岡市緑ヶ丘2丁目7－24
TEL：0982－21－0210

伊東設備工業所
延岡市恒富町2丁目8－4
TEL：0982－34－2778

株式会社　南電工
延岡市旭ヶ丘4丁目7番地9
TEL：0982－24－1007

有限会社　セフティ宮崎
延岡市浜砂2丁目21－13
TEL：0982－23－7135

西南電気株式会社
延岡市塩浜町4－1640－31
TEL：0982－33－6266

株式会社　修電舎
延岡市大武町39－112
TEL：0982－33－3789

株式会社　甲斐電気事務所
延岡市富美山町86－81
TEL：0982－22－0986

日南・串間地区児湯地区

西都地区

株式会社　延岡十電舎
延岡市大武町5304－1
TEL：0982－32－6278

株式会社　ナガタファイテック延岡営業所
延岡市大貫町3丁目981
TEL：0982－26－5085

株式会社　岸田電業
延岡市大貫町4丁目2918
TEL：0982－33－5268

有限会社　松本電気工業
延岡市大貫町5丁目1665
TEL：0982－34－7676

株式会社　南日本環境センター
延岡市小野町4138－1
TEL：0982－22－3311

尾崎ポンプ店
延岡市春日町2丁目8－10
TEL：0982－32－2568

株式会社　中城電設
延岡市川原崎町465－1
TEL：0982－21－1142

三桜電設株式会社
延岡市川原崎町2119－2
TEL：0982－33－4131

株式会社　三光設備工業
延岡市川原崎町171
TEL：0982－35－6545

有限会社　ノーブル電気商会
延岡市桜園町93番地
TEL：0982－33－4153

株式会社　はまゆう電設
宮崎市恒久南3－12－11
TEL：0985－53－1415

有限会社　宮崎防災
東諸県郡国富町大字本庄4308－10
TEL：0985－75－3620　携帯090－3608－8674

有限会社　川越防災
東諸県郡国富町大字本庄4517－6
TEL：0985－36－6680

Do通信防災
宮崎市小松台東1丁目13－4
TEL：0985－47－2363

有限会社　中央通信システム建設
宮崎市高岡町下倉永76番地1
TEL：0985－82－3232

旭化成エンジニアリング株式会社
延岡市旭町3丁目1－1
TEL：0982－22－2612

有限会社　松林資材
延岡市旭町4丁目3400－1
TEL：0982－22－4014

旭陽電業株式会社
延岡市出北1－2－25
TEL：0982－32－5361

株式会社　古川電気
延岡市大瀬町3丁目4－8
TEL：0982－35－3021

宮崎センコーアポロ株式会社
延岡市大武町39番地84
TEL：0982－31－0954

有限会社　宮崎総合通信システム
宮崎市恒久三丁目2－22
TEL：0985－54－4561

明和産業株式会社
宮崎市希望ヶ丘3－27－17
TEL：0985－56－4675

株式会社　九南　宮崎本店
宮崎市大字赤江2
TEL：0985－56－5110

宮崎ビルサービス株式会社
宮崎市大字赤江975－1
TEL：0985－51－2140

有限会社　ヨシダ総合防災
宮崎市大字本郷北方字境田2902
TEL：0985－64－1173

株式会社　永幸電設
宮崎市大字本郷南方字立和517
TEL：0985－56－4677

株式会社　ヤマトボーデン宮崎店
宮崎市月見ヶ丘7丁目7－16
TEL：0985－51－0707

ＭＳエンジニア
宮崎市源藤町原田420番地1
TEL：0985－54－2685

有限会社　中央防災設備
宮崎市吉村町北原甲1439－6
TEL：0985－23－1511

株式会社　カド電工
宮崎市大字有田436－1
TEL：0985－62－3233

株式会社　文化コーポレーション
宮崎市生目台西3－4－2
TEL：0985－50－9200

宮崎綜合警備株式会社
宮崎市生目台西3－4－2
TEL：0985－51－5101

株式会社　西日本防災
宮崎市大淀2丁目1番46号
TEL：0985－52－1377

たぐち防災
宮崎市大字跡江909番地3
TEL：0985－47－4472

株式会社　協同防災
宮崎市大字小松2925番地
TEL：0985－47－1230

ボーサイ工業
宮崎市桜ヶ丘町31－3－3
TEL：0985－71－5602

株式会社　赤木防災
宮崎市大坪町笹原3369
TEL：0985－51－1109

有限会社　伊地知商会
宮崎市天満町8－8
TEL：0985－52－5173

宮崎県消防設備事業協同組合
宮崎市橘通東4丁目5－14
TEL：0985－26－2111

宮崎ラビットポンプ有限会社
宮崎市江平中町1番地8
TEL：0985－24－3060

株式会社　電工社
宮崎市丸島町4－9
TEL：0985－24－6230

宮崎総合ビル管理株式会社
宮崎市村角町長山2835－5
TEL：0985－22－5343

日研防災株式会社
宮崎市村角町水窪2301－7
TEL：0985－25－9462

株式会社　ＮＰＫ
宮崎市柳丸町10
TEL：0985－25－5330

第一ビル管理株式会社
宮崎市島之内永池9217番地6
TEL：0985－86－6667

能美防災株式会社　宮崎営業所
宮崎市吉村町北原甲1439－6
TEL：0985－28－8792

ニッタン株式会社　宮崎支店
宮崎市原町3番14号 リバータウン原町102号
TEL：0985－28－2710

中村消防防災株式会社
宮崎市丸島町4－21
TEL：0985－24－3722

ホーチキ株式会社　宮崎営業所
宮崎市祇園3丁目5
TEL：0985－35－5636

有限会社　大宮通信
宮崎市神宮町468
TEL：0985－26－3078

株式会社　桂防災
宮崎市神宮東3－8－52
TEL：0985－29－4806

アイテック防災株式会社
宮崎市阿波岐原町請田2475－1
TEL：0985－74－5501

株式会社　栄建工業
宮崎市大工3－89－1
TEL：0985－26－3164

巴設備工業株式会社
宮崎市高洲町18－8
TEL：0985－27－2515

株式会社　ナガタファイテック
宮崎市田代町139－22
TEL：0985－25－5442

株式会社　武田ポンプ店
宮崎市橘通東4丁目5－14
TEL：0985－26－2111

飛鳥防災システム有限会社
宮崎市阿波岐原町2683－12
TEL：0985－71－2195

有限会社　ディーシィーシステム
宮崎市田野町乙10715番地4
TEL：0985－86－8601

株式会社　九電工宮崎支店
宮崎市江平東町4－1
TEL：0985－26－9850

ヒロ電設株式会社
宮崎市大字島之内6160－16
TEL：0985－88－1395

九州消防株式会社
宮崎市花ヶ島町柳丸525－3
TEL：0985－83－0119

一般財団法人　九州電気保安協会宮崎支部
宮崎市大字芳士2345－17
TEL：0985－39－8130 

株式会社　ネクスト
宮崎市大島町小玉1266番地
TEL：0985－33－9081

設備サービス
宮崎市大島町野田2123－4
TEL：0985－73－8651

株式会社　エレック日栄
宮崎市大島町平原915－30
TEL：0985－25－2377

宮崎地区

あなたの大切な生命や財産を火災から守る“消防設備”の保守点検は、
信用と実績のある下記の会社にご用命ください。 消火器リサイクル窓口防火設備検査員一般財団法人　宮崎県消防設備協会


