賛助会員名簿
アイホン㈱ 九州支店

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-19-24
TEL 092(473)1136・FAX 092(473)8844
URL : http://www.aiphone.co.jp

インターホン製造業

㈱アイワ 長崎営業所

〒859-0401 諫早市多良見町化屋1897-3
TEL 0957(47)6391・FAX 0957(47)6392
URL : http://www.ytg-aiwa.co.jp

プールろ過装置等水処理装置設計・施工
公害防止産業機械器具販売・設計・施工

アズビル㈱

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2-1
TEL 092(272)3117・FAX 092(272)3219
E-mail: y.nagai.dj@azbil.com

自動制御機器、中央監視装置、
セキュリティシステム

東機械工業㈱

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-18-5
TEL 092(441)8306・FAX 092(441)8307
URL : http://www.azuma-kikai.co.jp

各種ろ過装置一式、設計・施工と
関連機器の取り扱い

安

〒850-0853 長崎市浜町1-7
TEL 095(822)0161・FAX 095(824)4071
E-mail: m-kawasaki@adachi-kk.co.jp

空調機器全般、給排水設備機器

アダチ産業㈱

〒850-0035 長崎市元船町11-18 大波止安達ビル
TEL 095(821)7611・FAX 095(821)7156

空調機器全般、給排水設備機器

アムズ㈱

〒811-1213 福岡県筑紫郡那珂川町中原2-42
TEL 092(555)2900・FAX 092(555)2911

合併浄化槽、排水処理装置の
設計・製造・販売

達㈱

福岡支店

野田ビル3Ｆ

〒812-0017 福岡市博多区美野島1-2-8 NTビル6F
TEL 092(413)8701・FAX 092(413)8691

各種光源、照明器具、
光応用機器
（紫外線・赤外線・
電子線応用）
等の製造および販売

㈱インターセントラル
福岡営業所

〒812-0888 福岡市博多区板付7丁目5-35-308
TEL 092(558)1034・FAX 092(558)1035
URL : http://www.i-central.co.jp

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

㈱荏原製作所 長崎営業所

〒852-8002 長崎市弁天町2-21
TEL 095(862)2135・FAX 095(862)8719

ポンプ、
ファン販売

㈱遠藤照明
営業本部九州支店福岡営業課

〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-17 博多MSTビル2F
TEL 092(262)9300・FAX 092(262)9311

照明器具製造販売
（LED照明「LEDZ」）
家具
（ABITA STYLE）

河村電器産業㈱

福岡営業所

〒815-0081 福岡市南区那の川1丁目12-4 シンワ第二ビル3F
TEL 092(534)6151・FAX 092(534)6157

盤類、
キュービクル、
ボックス、
ブレーカー

㈱川本製作所

長崎営業所

〒854-0053 諌早市小川町20-3
TEL 0957(22)2998・FAX 0957(27)0184

ポンプ自動給水装置

㈱カンサイ西九州社

〒852-8013 長崎市梁川町17-18
TEL 095(818)1830・FAX 095(818)1833

電設資材

㈱ 橘 高

〒857-1162 佐世保市卸本町25-2
TEL 0956(32)5301・FAX 0956(31)1031

建設機械・住設

〒812-0012 福岡市博多区博多駅前1-4-1 博多駅前第一生命ビル7F
TEL 050(3784)2620・FAX 092(474)0595
E-mail: hukuoka@kimukoh.co.jp

空気調和機、空冷ヒートポンプ式
熱回収外調機 製造、販売

九州ガス㈱

〒854-0022 諫早市幸町1-23
TEL 0957(22)3321・FAX 0957(24)3305

ガス事業

九州電力㈱
長崎営業センター技術提案グループ

〒852-8507 長崎市城山町3-19
TEL 095(864)1893・FAX 095(864)1987

電力供給業

㈱九州日立

本

空調機器、各種ポンプ、送風機、
換気扇、非常用及び常用発電機設備、
高・低圧機器、受配電盤、照明器具、
昇降機設備、監視カメラ設備

岩崎電気㈱

福岡営業所

木村工機㈱

福岡支店

長崎支社

社／〒850-0078 長崎市神ノ島町1丁目331-92
TEL 095(833)4811・FAX 095(833)4820

〒811-2414 福岡県粕屋郡篠栗町和田1034-4
TEL 092(939)2955・FAX 092(939)2988

空調・防災機器の製造販売

㈱共立電照

〒814-0032 福岡市早良区小田部１丁目10-25
TEL 092(832)1414・FAX 092(832)1416

LED照明器具製造販売
（道路照明灯、トンネル照明灯）

協和機電工業㈱

〒852-8108 長崎市川口町10-2
TEL 095(848)7788・FAX 095(848)5305

受配電分電盤・制御盤・高度浄
水システム・海水淡水化装置
情報通信ネットワーク

空研工業㈱

〒850-0862 長崎市出島町1-14 朝日生命青木ビル5F
TEL 095(811)3117・FAX 095(811)3120
E-mail: s-nakayama@kukenkogyo.co.jp

空調機器全般

クボタ浄化槽システム㈱
九州支店

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル5F
TEL 092(473)2540・FAX 092(473)2581
URL: jokaso.kubota.co.jp

浄化槽の販売および施工、エンジ
ニアリング、材工請負
浄化槽のアフターサービス・
メンテナンス

㈱ケアコム

福岡支店

〒810-0072 福岡市中央区長浜3丁目1-13 天神吉田ビル
TEL 092(714)5345・FAX 092(714)5380

ナースコールシステム、
看護支援システム

西部ガス㈱

長崎支社

長崎支社
〒850-0042 長崎市御船蔵町1-1 TEL 095(827)8622・FAX 095(827)8661
佐世保支店
〒857-0877 佐世保市万津町7-36 TEL 0956(23)3111・FAX 0956(23)5935

快適な暮らしを提案し、
創造する総合生活産業へ

西部ガスリビング㈱
長崎営業所

〒850-0042 長崎市御船蔵町1-1
TEL 095(827)3747・FAX 095(827)8654
E-mail: ogushi-shoji@sg-living.co.jp

住宅設備機器の販売、
ガス機器
の販売、生活情報誌「&and」の
発行、
ガス関連全般に関する業務

㈱三進ろ過工業
九州営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目5-18 ニッシンビル206
TEL 092(441)2276・FAX 092(441)2270
E-mail: naka@sanshin-rokakougyou.co.jp

プールろ過装置等水処理装置設計・施工
浴槽ろ過装置等水処理装置設計・施工
井水、雨水ろ過装置等水処理装置設計・施工

㈱JVCケンウッド
公共産業システム

〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-1 KBCビル9F
TEL 092(715)8668・FAX 092(715)8778
E-mail: gotou-tomohiro@jvc-vicior.jp

放送設備、監視カメラ、
AV設備、議場・会議設備、無線設備

昭和鉄工㈱

〒811-2101 福岡県粕屋郡宇美町宇美3351-8
TEL 092(933)6304・FAX 092(933)6319

業務用エコキュート、温水ボイラー、
真空・無圧式ヒーター空調機（ファン
コイル、エアハン、デシカント、ヒートポ
ンプ内蔵外気処理機）

㈱白川電機製作所
九州営業所

〒861-2234 熊本県上益城郡益城町古閑153-15
TEL 096(286)2894・FAX 096(286)2896
E-mail: k-tanase@shirakawa-kp.co.jp

受変電盤、各種分電盤、
制御盤類

誠新産業㈱

〒850-0042 長崎市御船蔵町2-3
TEL 095(824)5824・FAX 095(824)5618

電設資材

積水アクアシステム㈱

〒810-0802 福岡市博多区大博町1-2
TEL 092(261)7250・FAX 092(281)1322

給水システム
（FRPパネルタンク、
ステンレスパネルタンク、貯湯槽）

積水化学工業㈱
環境・ライフカンパニー九州支店

〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館3F
TEL 092(271)1314・FAX 092(271)1342

架橋ポリエチレン管、継手、
金属強化ポリエチレン管、単管
式排水システム用継手、
ライニ
ング鋼管、塩ビ配管材一式

㈱総合資格

〒850-0861 長崎市江戸町6-5 江戸町センタービル4F
TEL 095(816)3611・FAX 095(822)3121
E-mail: koto-shigeki@shikaku.co.jp

各種資格試験講座

㈲ダイイチ機設工業

〒851-0116 長崎市東町2512番地1
TEL 095(839)8657・FAX 095(813)3556

重量物搬入設置解体搬出工事、機械器
具設置工事、産業廃棄物収集運搬業、
プラント工事、足場仮設工事、構造物
解体工事、土木工事、
引越し雑工事、
鉄筋探査工事

㈱ダイキアクシス 福岡支店

〒812-0893 福岡市博多区那珂4丁目14-28
TEL 092(292)1560・FAX 092(412)5611

種排水処理装置の設計・施工・維持管理。合成樹脂
等による製品の製造販売および設計・施工。各種建
設材料・住宅設備機器の販売・施工。植物系廃食用
油を原料とするバイオディーゼル燃料の精製・販売
および精製プラントの販売。飲料水の製造・販売。

ダイキンHVACソリューション九州㈱
長崎支店

〒856-0826 大村市東三城町195番 1
TEL 0957(48)6221・FAX 0957(48)6231
E-mail: naoki.kurita@grp.daikin.co.jp

空調機全般、住宅用・店舗用・
ビル用マルチ・セントラル機器

㈲中央電機製作所

〒851-2107 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷字新開1439-25
TEL 095(882)6787・FAX 095(882)7804
E-mail: chuo-duk@io.ocn.ne.jp

キュービクル、分電盤・制御盤類

千代田計装㈱

〒854-0065 諫早市津久葉町５番地121 津久葉エステートビル209号
TEL 0957(56)8271・FAX 0957(56)8281
E-mail: ykihara@ckcnw.co.jp

自動制御設備工事全般

テクノ矢崎㈱ 九州支店

福 岡 支 店 〒811-2311 福岡市博多区豊１丁目10番68号
TEL 092(477)6028・FAX 092(477)6029
E-mail: okano.t@sys.yzk.co.jp
長崎オフィス 〒850-0055 長崎市中町５番９号 大久保中町第一ビル201号
TEL 095(822)3247・FAX 095(822)3203

吸収式冷温水機、太陽熱利用機器、
LPG 供給機器、安全機器、電線

テラル㈱

長崎営業所

〒852-8134 長崎市大橋町7-5 横山ビル1F
TEL 095(848)2221・FAX 095(848)5137
E-mail: watase00@teral.co.jp

ポンプ、送風機、防災機器、
環境関連機器

ＴＯＡ㈱

福岡営業所

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-16-14 リファレンス駅東ビル6F
TEL 092(431)0061・FAX 092(441)4464

音響、監視カメラ設備

東芝電材マーケティング㈱
長崎営業所

〒852-8016 長崎市宝栄町12-1
TEL 095(862)3411・FAX 095(862)3365

電設資材、換気扇、
キュービクル

東芝ライテック㈱
九州支店

〒810-0072 福岡市中央区長浜2-4-1
TEL 092(735)3436・FAX 092(735)3446

照明器具全般、配線器具、換気扇

ＴＯＴＯ㈱

〒851-2130 長崎県西彼杵郡長与町まなび野3-1-1
TEL 0120(43)1010・FAX 095(813)5325

衛生陶器、住宅機器、給湯器、
ユニットバス、
内外装タイル

ニシハツ㈱

〒847-0837 佐賀県唐津市千々賀140番地
TEL 0955(78)1115・FAX 0955(78)1616

自家発電、無停電電源装置、
各種制御盤

ニシム電子工業㈱
長崎支店

〒850-0042 長崎市御船蔵町2-3 九電御船蔵ビル2F
TEL 095(826)1465・FAX 095(823)0484
E-mail: hiura@nishimu.co.jp

無停電電源装置、無線設備、
各種監視装置

ニチコン㈱

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-14-23
TEL 092(474)5861・FAX 092(474)0143
E-mail: fujita.tomoaki@nichicon.com

太陽光蓄電システム Ｖ２Ｈ、
瞬低補償装置、高調波対策装置、
コンデンサ設備

㈱日興電機製作所

〒859-3728 長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷字東笠山1805番地2
TEL 0956(26)7818・FAX 0956(85)8015
E-mail: nikko̲akaho@nikko-ngd.co.jp

＊電気部門
［受配電盤
・
分電盤
・
操作盤
・
空気
制御盤等の設計製作、
自動制御装置のシ
ステム設計製作、
その他一般電気工事］
＊製缶
・
鉄工部門
［アルミ
・
ステンレス
・
薄板
鋼材の鈑金加工品製作、
船舶艤装品
・
電路
補材製作及び鉄工一般］
＊塗装部門
［製品の焼付塗装及び一般塗装］

ニッタン㈱

〒852-8156 長崎市赤迫３丁目5-28
TEL 095(857)8891・FAX 095(857)8908
E-mail: nagasaki@nittan.com

消防施設工事業

〒849-3122 佐賀県唐津市厳木町浪瀬1825-2
TEL 0955(63)4888・FAX 0955(51)5031

キュービクル、配電盤、ボックス、
ブレーカー…製造・販売

㈱日本サーモエナー 九州支社

〒810-0072 福岡市中央区長浜１丁目3-4 綾杉ビル北天神2F
TEL 092(711)1511・FAX 092(721)6635

真空式給湯暖房温水機、蒸気発
生機、吸収冷温水機、周辺機器

能美防災㈱

〒852-8114 長崎市橋口町12-12
TEL 095(845)0135・FAX 095(849)0103
E-mail: ka-ogawa@nohmi.co.jp

消防設備 販売、施工、保守

㈱ノーリツ 長崎営業所

〒850-0046 長崎市幸町4-2 NKビル2F
TEL 092(411)4558・FAX 092(411)8505

給湯器、風呂釜、他 お湯まわり
住宅設備機器

橋口電機㈱

佐世保支店

〒859-3166 佐世保市木原町155-1
TEL 0956(30)8811・FAX 0956(30)8226

受配電制御機器、電子通信、
電機卸業

㈱橋本商会

特機営業部

〒850-0035 長崎市元船町14-10
TEL 095(827)3253・FAX 095(825)2984

高・低圧受配電盤、高圧機器、
照明器具、
自家発電設備、
太陽光発電設備、床暖房

パナソニック産機システムズ㈱
九州支店

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-6-23
TEL 092(409)8003・FAX 092(409)8087

GPH、吸収冷温水機、
パッッケージエアコンの販売

パナソニック㈱
エコソリューションズ社
長崎電材営業所

〒852-8118 長崎市松山町4-52 囲本社ビル4F
TEL 095(843)3117・FAX 095(843)3447

住宅資材、電子材料、電設資材
機器全般、家電製品

パナソニックシステム
ソリューションズジャパン㈱

〒852-8003 長崎市旭町5-1 タワーシティ長崎 イーストコート2F
TEL 095(862)6000・FAX 095(862)6126

AV＆CCシステム、設計、施工、
販売

㈱ヒラカワ 福岡営業所

〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-7-33
TEL 092(437)3883・FAX 092(437)3885
E-mail: r̲funakosi@hirakawag.co.jp

炉筒煙管式ボイラー、MPボイラー、
真空式温水ヒーター、VECヒーター

フジクリーン工業㈱
佐賀営業所

〒849-0921 佐賀市高木瀬西４丁目4-35
TEL 0952(31)9151・FAX 0952(31)9153

合併処理浄化槽、産業排水処理
装置、設計・施工

㈱ベルテクノ

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目11-28 博多サンシティビルⅡ5F
TEL 092(412)1554・FAX 092(412)1555
E-mail: r.yashima@beltecno.co.jp

ステンレス水槽、貯湯槽、膨張
タンク、熱交換器 他製缶一式

ホーコス㈱

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-28-4 KUD博多
TEL 092(482)0380
（代）
・FAX 092(482)0378

工作機械・建築設備機器・環境
改善機器

協立エアテック㈱

九州支店

長崎支店

九州営業所

長崎営業所

長崎校

長崎出張所

長崎営業所

福岡支店

長崎支店

日東工業㈱

佐賀営業所

長崎営業所

福岡営業所

㈱ミサト西日本

〒861-2102 熊本市東区沼山津3丁目3-12
TEL 096(360)7610・FAX 096(360)7613

三菱重工冷熱㈱

〒812-8646 福岡市博多区榎田1-3-62
TEL 092(412)8960・FAX 092(412)8968

空調機器、冷凍機器、大型空調機

三菱電機住環境システムズ㈱
九州支社長崎支店

〒851-0134 長崎市田中町581番4
TEL 095(837)8174・FAX 095(837)8176
E-mail: iwakuni-yoshiyuki@mellife.co.jp

家庭電気機器、照明機器、冷熱
空調機器販売、住宅設備機器、
オール電化機器、太陽光発電

三菱電機ビルテクノサービス㈱
長崎支店

〒850-0033 長崎市万才町３番５号 朝日生命長崎ビル７階
TEL 095(826)8301・FAX 095(827)0132
E-mail: kunishige-yuhji@meltec.co.jp

ビル設備全般の保守、修理、工事
冷熱機器、中央監視、
セキュリテ
ィー、照明、昇降機ほか

未来工業㈱

〒859-0403 諫早市多良見町市布1252番地
TEL 0957(43)0575・FAX 0957(43)6730

電気設備資材・給排水・ガス設
備資材・ＯＡフロアの製造販売

本

電設資材卸売業

長崎営業所

ムトウ電材㈱

PTC 面状発熱体「プラヒート」
を用いた
床暖房、
「プラヒート」潜熱蓄熱材「ヒー
トバンク」
を組み合わせた蓄熱式床暖房
「ヒートバンクシステム」

社／〒851-0134 長崎市田中町1235番2
TEL 095(837)8015・FAX 095(837)8378

〒810-0074 福岡市中央区大手門3-4-22 OMビル 2F
TEL 092(724)3060・FAX 092(724)3086
URL: http://www.morimatsu.co.jp

ステンレス製缶、鋼鈑製製缶業

ヤンマーエネルギーシステム㈱
福岡支店

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前１丁目2-5
TEL 092(441)0556・FAX 092(473)0667

常用・非常用ディーゼル発電機、
ガスヒートポンプエアコン、
ガスコージュネ

㈱LIXIL 九州支社長崎支店
住設ルート営業所

〒859-0401 諫早市多良見町化屋1872-1
TEL 0957(27)2717・FAX 0957(27)2747

衛生陶器、住宅機器、
タイル類

リンナイ㈱
長崎営業所

〒852-8114 長崎市橋口町16-20
TEL 095(846)7720・FAX 095(846)7736

厨房、給湯、空調、業務用分野
のガス機器製造・販売

〒815-0041 福岡市南区野間１丁目1-19 高宮駅前ビル501号
TEL 092(552)1322・FAX 092(552)1363
E-mail: lon-fukuoka@mua.biglobe.ne.jp

簡易水洗便器、
ろ過機、便槽、
排水ユニット販売

森松工業㈱

福岡支店

ロンシール機器㈱

福岡営業所

紙与博多ビル3F

