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1 ㈱トンボプロパンガス 代表取締役 水谷 正弘 682-0913 倉吉市和田東町196-1 22-8281

5 ㈲長谷川商店 代表取締役 長谷川 暢宏 682-0017 倉吉市清谷町2丁目80 27-6000

6 早田設備㈱ 代表取締役 早田 典道 682-0913 倉吉市和田東町115-1 22-7571

7 中海工業㈱ 代表取締役 村上 啓文 682-0018 倉吉市福庭町1丁目571 26-4431

10 ㈱空研 代表取締役 津村 賢哉 682-0035 倉吉市広栄町931-2 22-1777

11 ㈱ベクト総業 代表取締役 髙田 保幸 682-0006 倉吉市井手畑158 26-0739

17 倉吉管機工業㈱ 代表取締役 牧田 昭房 682-0018 倉吉市福庭町1丁目573 26-5316

21 ㈲高橋設備工業所 代表取締役 高橋 道夫 682-0025 倉吉市八屋209-2 26-3281

24 日総工業㈱ 代表取締役 川畑 和重 689-2101 東伯郡北栄町江北473-4 36-3522

26 ㈲信方水道設備 代表取締役 信方 貴光 689-2501 東伯郡琴浦町赤碕1708-9 55-7466

28 ㈲いるか設備 代表取締役 浦木 純二 682-0723 東伯郡湯梨浜町久留20-11 35-5065

29 オグラ管機㈲ 代表取締役 小椋 学 682-0177 東伯郡三朝町大柿657 43-5633

33 ㈲中本建設 代表取締役 中本 浩昭 682-0701 東伯郡湯梨浜町宇野1994-1 35-3502

34 ㈲新宮設備 代表取締役 新宮 清隆 682-0002 倉吉市中江227-6 26-0758

37 スミ管機設備 代表者 鷲見 隆彦 682-0817 倉吉市住吉町1-3 22-0978

39 川口設備工業㈲ 代表取締役 中尾 太計志 682-0721 東伯郡湯梨浜町田後450-3 35-3962

40 ㈲ユアー設備計画 代表取締役 佐々木 龍夫 682-0912 倉吉市和田505-3 23-3699

42 ㈲山口設備 代表取締役 山口 輝美 682-0153 東伯郡三朝町森618-9 43-1412

44 ㈲足立水道設備 代表取締役 村田 康之 689-2501 東伯郡琴浦町赤碕1942-3 55-1221

47 ㈱ヨシムラ 代表取締役 吉村 博美 689-2221 東伯郡北栄町由良宿551-2 37-2052

48 ㈲中原設備商会 代表取締役 中原 裕之 689-2201 東伯郡北栄町西園98-1 37-3335

49 ㈲キコー設備 代表取締役 小椋 一徳 689-2211 東伯郡北栄町亀谷950-4 37-2051

50 アイワ設備工業㈲ 代表取締役 山根 義文 689-2211 東伯郡北栄町亀谷952-15 37-4593

52 ㈲あきやま総業 代表取締役 秋山 幸夫 682-0832 倉吉市富海877 23-6231

53 ㈲西本商会 代表取締役 西本 研一 689-2352 東伯郡琴浦町浦安444-2 52-2201

55 ㈲倉光建材店 代表取締役 倉光 公治 689-2352 東伯郡琴浦町浦安233-16 52-2218

58 ㈱吉村興産 代表取締役 吉村 年明 682-0801 倉吉市巌城690-1 23-0800

59 ㈱マツモト工務店 代表取締役 松本 茂樹 680-0911 鳥取市千代水3丁目59 0857-31-4288

62 ㈲ナディア 代表取締役 中村 歳雄 689-2205 東伯郡北栄町瀬戸10-1 49-6007

65 ㈱クラエー 代表取締役 西村 博文 682-0923 倉吉市鴨川町32-1 27-0210

68 ㈲アイティ設備 代表取締役 池田 豊 689-2304 東伯郡琴浦町逢束1213-3 53-6118

69 ㈲ソケット 代表取締役 森下 孝好 682-0871 倉吉市旭田町32 24-0277

70 ㈲河本建設 代表取締役 河本 健治 682-0925 倉吉市秋喜485-1 28-3452

71 ㈱伊藤建設 代表取締役 伊藤 典章 689-2304 東伯郡琴浦町逢束873 53-0251

72 ㈱みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎 683-0021 米子市八幡486-1 0859-39-7173

74 ㈲第一設備工業 代表取締役 米花 廉友 680-0912 鳥取市商栄町122-1 0857-24-4341

76 大和設備倉吉㈱ 代表取締役 中村 博之 682-0913 倉吉市和田東町190 23-2211

77 ナガタ設備 代表者 永田 定秋 689-2316 東伯郡琴浦町下伊勢216-1 53-1968

78 東伯建設㈱ 代表取締役 山脇 優 682-0603 倉吉市三江168 28-1656

80 社工業 代表者 鎌江 宏洋 682-0921 倉吉市西福守町717 28-2302

82 ㈱あさひほーむ 代表取締役 藤井 弘道 682-0806 倉吉市昭和町2丁目236 23-7272

83 ㈲美咲 代表取締役 小林 淳己 682-0921 倉吉市西福守町601-2 48-2900

84 ㈲前嶋組 代表取締役 前嶋 定男 689-0728 東伯郡湯梨浜町久見178-2 32-0184

85 ㈱高野組 代表取締役 高力 久美 689-2501 東伯郡琴浦町赤碕817-7 55-0921

倉吉市排水設備工事指定業者一覧表
令和２年９月２４日現在 

代　　表　　者

- 1/2 -



指定
番号

業　　者　　名 郵便番号 住　　　　　所 電 話 番 号

倉吉市排水設備工事指定業者一覧表
令和２年９月２４日現在 

代　　表　　者

86 ㈱井木組 代表取締役 井木 敏晴 689-2501 東伯郡琴浦町赤碕2000-1 55-0811

87 馬野建設㈱ 代表取締役社長 馬野 慎一郎 689-2501 東伯郡琴浦町赤碕1840-1 49-2222

88 ㈱ヘイセイ 代表取締役 種子 晋司 689-2303 東伯郡琴浦町徳万731 53-0771

89 天野水道 代表者 天野 哲彰 682-0402 倉吉市関金町大鳥居91-11 45-2881

91 ㈲昇和設備 代表取締役 和田 憲児 682-0712 東伯郡湯梨浜町上浅津135-6 35-4643

93 水谷工業㈲ 代表取締役 水谷 哲章 682-0814 倉吉市米田町2丁目23-2 22-0711

95 ㈲パイプフレンド 代表取締役 千馬 幹男 680-0941 鳥取市湖山町北3丁目468 0857-28-1324

98 ベクトサービス㈲ 代表取締役 鈴木 英一 682-0041 倉吉市河北町57 26-7819

99 河野設備 代表者 河野 利美 682-0632 倉吉市大立57 28-5363

100 滝本設備 代表者 滝本 悦雄 689-0706 東伯郡湯梨浜町藤津414-1 32-2167

102 ㈱ながお 代表取締役 長尾 裕昭 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野2338-12 0857-84-2252

103 アキ設備 代表 秋藤 進 682-0902 倉吉市上神1054-2 22-6960

105 ㈲大伸設備工業 代表取締役 井口 哲也 680-0844 鳥取市興南町148 0857-23-5630

106 ㈱オオヒロ 代表取締役 山田 敏行 680-0801 鳥取市松並町1丁目168-24 0857-26-1007

109 ㈲八幡建設 代表取締役 八幡 剛史 689-0605 東伯郡湯梨浜町園674 34-3159

110 西日本環境設備㈱ 代表取締役 荒川 恵 680-0911 鳥取市千代水1丁目119 0857-23-7711

111 山陰冷暖設備㈱ 代表取締役 下石 明義 689-1102 鳥取市津ノ井302-8 0857-51-7222

112 ㈱白兎設備水道 代表取締役 井上 学 680-0942 鳥取市湖山町東3丁目72 0857-28-5811

113 ㈲池原工業 代表取締役 池原 隆秋 689-0332 鳥取市気高町勝見184-2 0857-82-0794

114 住マイル設備 代表 真住 宏行 689-2201 東伯郡北栄町西園504-1 37-3527

116 ヨネダ設備商会 代表 米田 美樹 682-0806 倉吉市昭和町1丁目243 22-3535

117 ㈲西本機器水道 代表取締役 西本 英幸 689-2353 東伯郡琴浦町三保99-8 52-2601

118 早島設備㈲ 代表取締役 早島 岳大 689-0105 鳥取市福部町湯山959-3 0857-74-3637

120 ㈲ダイワ鋼商 代表取締役 花倉 健輔 689-3553 西伯郡日吉津村日吉津194-9 0859-27-5019

121 ㈲野藤商店 代表者 野藤 晃寿 689-0511 鳥取市青谷町善田42-2 0857-85-1116

122 (同)ニシモト 代表社員 西本 伸二 689-2352 東伯郡琴浦町浦安444-9 090-3637-5009

124 吉野設備工業㈱ 代表取締役 吉田 峰雄 680-0931 鳥取市岩吉96-28 0857-38-9288

125 すいどうや　くらもと 代表者 蔵本 健二 682-0701 東伯郡湯梨浜町宇野1962-21 35-3298

126 ㈲戸羽建設 代表取締役 戸羽 正廣 689-0605 東伯郡湯梨浜町園2202-17 34-2788

127 林設備 代表 林 宏祐 680-0901 鳥取市江津971-5 0857-29-3168

128 ㈱蒼進 代表取締役 小林 俊彦 680-0911 鳥取市千代水1丁目139 0857-37-0510

129 ㈱フジックス 代表取締役 藤川 正志 689-2501 東伯郡琴浦町赤碕1796-2 55-2323

130 ㈱すばる住設 代表取締役 吉田 秀二 682-0144 東伯郡三朝町西小鹿1148 43-1298

131 ㈱ウォーターワークス 代表取締役 川福 研二 682-0623 倉吉市大河内369-2 28-5409

132 タカハシ管工㈱ 代表取締役 高橋 哲也 682-0851 倉吉市西倉吉町477-4 28-5485

134 ㈱ヤマタホーム 代表取締役 山田 時好 680-0911 鳥取市千代水2丁目130 0857-30-5211

135 イソエ設備 代表 磯江 渉 689-2101 東伯郡北栄町江北2348-3 090-8248-0587

136 サトテック 代表 里田 健二 682-0121 東伯郡三朝町大瀬929-2 090-6439-3911

137 シンセイ技研㈱米子営業所 所長 岩本　訓 683-0853 米子市両三柳2360-9 0859-35-5866

138 ㈱野崎設備工業 代表取締役 野崎 輝美 689-0714 東伯郡湯梨浜町龍島157-2 48-6520

139 伯耆浄水 代表 前田 浩紀 689-0715 東伯郡湯梨浜町引地336-5 090-3631-6920

140 稲羽工業 代表 枡井 秀晃 681-0003 岩美郡岩美町浦富1544-2 0857-72-3889
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