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令和4年1月31日現在

認可番号 会　　社　　名 住　　　　所 電話番号

1 有限会社 林原工業 大山町唐王671番地 （0859）53-3630

2 有限会社 橋本工業所 境港市小篠津町257番地1 （0859）45-3230

3 有限会社 テック 米子市一部162番地2 （0859）37-1715

4 株式会社 みたこ土建 米子市八幡486番地1 （0859）39-7173

5 舩越建設 株式会社 大山町押平763番地1 （0859）54-2509

6 松岡建設 有限会社 大山町東坪765番地3 （0859）54-3031

7 株式会社 おかだ 大山町神原202番地2 （0859）53-3050

8 株式会社 ベクト総業 倉吉市井手畑158番地 （0858）26-0739

9 有限会社 ダイワ鋼商 日吉津村大字日吉津194番地9 （0859）27-5019

10 株式会社 所子建設 大山町所子263番地1 （0859）53-4521

11 株式会社 DAYS 米子市新開二丁目16番24号 （0859）21-9702

12 株式会社 モチダ 米子市蚊屋248番地1 （0859）27-1651

13 有限会社 はしもと 南部町法勝寺334番地1 （0859）66-2021

14 有限会社 三和水道工業所 米子市錦町二丁目83番地 （0859）22-4914

15 有限会社 権田工務店 大山町神原195番地2 （0859）53-3144

16 有限会社 松澤組 米子市淀江町西原1162番地1 （0859）56-3724

17 株式会社 シンセイ 米子市西福原九丁目19番15号 （0859）35-6560

18 有限会社 いけもと 米子市吉岡355-1番 （0859）21-5922

19 シンセイ技研 株式会社 米子営業所 米子市両三柳2360-9 （0859）35-5866

20 有限会社 美咲 倉吉市西福守町601番地2 （0858）48-2900

21 有限会社 小林設備 米子市奥谷319番地31 （0859）26-1038

22 株式会社 向井 米子市彦名町4171番地 （0859）29-0830

23 有限会社 モロユ水道 大山町御来屋142番地1 （0859）54-2227

24 株式会社 ミテック 米子市吉谷217番地 （0859）26-5200

25 株式会社 中電工 米子営業所 米子市東福原三丁目8番14号 （0859）33-3771

26 カワカミ住設 大山町鈑戸776番地 （0859）53-8580

27 有限会社 会見設備 南部町天万1065番地6 （0859）64-2451

28 有限会社 藤井水道工務店 安来市新十神町132番地 （0854）22-2462

29 有限会社 藤原建築工務店 伯耆町古市856番地1 （0859）62-0954

30 大幸設備工業 有限会社 米子市両三柳150番地3 （0859）32-9615

31 有限会社 足立水道設備 琴浦町大字赤碕1942番地3 （0858）55-1221

32 株式会社 大山設備 米子市皆生5丁目13番46号 （0859）32-8164

33 株式会社 丸福 米子市淀江町佐陀712番地2 （0859）56-2821

34 ケーティー住設 有限会社 米子市安倍121番地4 （0859）24-5400

35 株式会社 三徳興産 米子市榎原1452番地1 （0859）26-0508

36 株式会社 大山緑化建設 大山町国信746番地6 （0859）53-3173

37 株式会社 ヨシムラ 北栄町由良宿551番地2 （0858）37-2052

38 アイワ設備工業 有限会社 北栄町亀谷952番地15 （0858）37-4593

39 有限会社 アイティ設備 （0858）53-6118

40 有限会社 アイシン 米子市彦名町527番地2 （0859）29-3222

41 サンテックス 株式会社 米子市吉岡101番地1 （0859）37-1230

42 有限会社 シオテック 日吉津村日吉津25番地1 （0859）27-3683

43 有限会社 信方水道設備 琴浦町大字赤碕1708番地9 （0858）55-7466

45 株式会社 松東電機 米子市二本木1009番地7 （0859）27-4141

46 大陽日酸エネルギー(株)中四国支社 山陰支店 米子市昭和町11番地 （0859）33-2521

47 株式会社 大丸水機 米子市淀江町西原106番地1 （0859）56-3860

48 山陰冷暖 株式会社  米子営業所 米子市西福原15番地6 （0859）22-7468

49 曽我工業 株式会社 米子市富益町63番地8 （0859）25-1186

50 株式会社 山水 日吉津村日吉津2523番地9 （0859）27-3317
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51 有限会社 中原設備商会 北栄町西園98番地の1 （0858）37-3335

52 株式会社 ヘイセイ 琴浦町大字徳万731番地 （0858）53-0771

53 有限会社 舩原設備工業 米子市夜見町1639番地4 （0859）24-0807

54 株式会社 平井組 大山町坊領435番地1 （0859）53-3411

55 大和設備 株式会社 米子支店 米子市米原五丁目１番11号 （0859）34-7121

56 有限会社 いるか設備 湯梨浜町久留20番地11 （0858）35-5065

57 有限会社 前田建設 大山町高田4番地 （0859）54-4093

58 若木設備 大山町国信340番地 （0859）53-3323

59 有限会社 山下水道設備 大山町下甲288番地2 （0858）58-3970

60 株式会社 太陽水道工事 松江市学園南一丁目16番6号 （0859）34-7070

61 有限会社 ヤマダ 大山町高田1268番地 （0859）54-4795

62 大成工業 株式会社 米子市米原六丁目15番37号 （0859）32-1137

63 馬野建設 株式会社 琴浦町大字赤碕1840番地1 （0858）49-2222

64 米子ガス産業 株式会社 米子市旗ヶ崎2200番地 （0859）33-3431

65 株式会社 井木組 琴浦町大字赤碕2000番地1 （0858）55-0811

66 株式会社 清水設備 伯耆町押口332番地3 （0859）57-6163

67 有限会社 小倉興産 大山町御来屋156番地3 （0859）54-2028

68 有限会社 ケイ・エス・エンタープライズ 米子市富益町4564番地1 （0859）21-7220

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

70 シバタ設備 株式会社 米子市車尾六丁目7番16号 （0859）57-4760


