
大分地区（電気工事）
表示登
録会員

（株）安部電業社 870-0846 大分市花園２丁目4-44 097-544-1465

大分音響（株） 870-1152 大分市大字上宗方字川下296番地2 097-574-6764 ○

大岩電工（株） 870-0106 大分市大字鶴崎2020番地の3 097-521-2929

鬼塚電気工事（株） 870-0930 大分市大字津留1979-1 097-569-3271

河野電気（株） 870-0816 大分市田室8-33 097-544-3131 ○

太陽電設（株） 870-0839 大分市金池南2丁目16番17号 097-543-6363

大徳電業（株） 870-0924 大分市牧1丁目4番13号 097-551-2311 ○

大同電設（株)大分支店 870-0902 大分市西ノ洲1番地日本製鉄(株)構内 097-558-2929 ○

（株）大和電業社 870-0815 大分市南春日町11番5号 097-545-2331 ○

（株）三ヶ尻電業社 870-0034 大分市新川町1丁目4番8号 097-534-0681

松栄電設工業（株） 870-0108 大分市三佐1丁目10番13号 097-521-7181

薬真寺電気管理事務所 870-1152 大分市大字上宗方486-22 097-542-5687 ○

大分地区（管工事）
表示登
録会員

上田水道工業（株） 870-0832 大分市上野町10番12号 097-543-0329

加藤工業（株） 870-0108 大分市大字三佐2431-2 097-521-1321

協和工業（株） 870-0906 大分市大洲浜1-4-34 097-558-4747

首藤設備工業（株） 870-0933 大分市花津留1丁目16番8号 097-558-7840 ○

(有)信栄設備 870-0317 大分市大字丹川74番の3 097-593-0010

日本暖房鉄工(株) 870-0921 大分市萩原2丁目4番1号 097-551-1711

西産工業（株） 870-0820 大分市西大道町2丁目２番２７号 097-543-0808

（株）小野設備工業 870-0879 大分市大字金谷迫６３４番地 097-549-1932

江藤設備（株） 870-0901 大分市西新地1丁目8-30 097-558-1206

大分地区（消防設備）
表示登
録会員

(株）消防防災大分本店 870-0023 大分市長浜町2丁目2番32号 097-536-5382 ○

(有)大分初田販売所 870-0014 大分市芦崎４組 097-532-8059 ○

(有)大分ヤマト販売 870-0916 大分市高松東3丁目5-7 097-594-0055 ○

九州丸防設備(株) 870-0003 大分市生石１丁目5番3号 097-537-7321 ○

新日本消防設備（株） 870-0032 大分市住吉町2丁目6番34号 097-538-2010 ○

（株）武田商会 870-0048 大分市碩田町3丁目1番1号 097-534-1110 ○

（株）大信設備機器 870-0016 大分市新川町2丁目4-43 097-536-3838 ○

大分ノーミ（株） 870-0822 大分市大道町1丁目6番5号 097-545-5113 ○

（株）富士総合防災 870-0921 大分市萩原4丁目4番19号 097-558-9200 ○

ホーチキ大分（株） 870-0137 大分市寺崎町2丁目1番27号 097-558-4915 ○

ニッタン（株）大分支店 870-0942 大分市大字羽田97番地3 097-567-6105 ○

アイ・ティ・アサヒ（株） 870-0029 大分市高砂町4-20高砂ビル404号 097-533-6387 ○

日本設備工業（株） 870-0911 大分市新貝4番46号 097-556-6214 ○

（有）小手川防災設備 870-0127 大分市大字森町228-2 097-527-3592 ○

セキュリティファースト（株） 870-0913 大分市松原町2丁目4番9号 080-2741-5818 ○

大幸防災商事（有） 870-0325 大分市久原中央2丁目6-1 097-592-4446 ○
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大分地区(メンテナンス）
表示登
録会員

（株）メンテナンス 870-0155 大分市高城南町12番3号 097-551-0056 ○

大分エージェンシー（株） 870-0171 大分市法勝台1丁目1番13号 097-558-9096 ○

（株）千代田 870-0913 大分市松原町3丁目1番11号鐵鋼ビル6Ｆ 097-558-8696 ○

イオンディライト（株）
九州支社九州支店大分エリア

(株)西日本綜合ﾒﾝﾃﾅﾝｽ　　 870-0913 大分市松原町3丁目4番20号 097-551-1213

（株）ファビルス 大分支社　 870-0023 大分市長浜町3丁目15番19号　大分商工会議所ビル2階 097-536-0045 ○

合同産業（株）大分営業所 870-0029 大分市高砂町2番50号OASISひろば21　1階 097-548-6400 ○

大分地区（その他）
表示登
録会員

（株）九電工 大分支店 870-0933 大分市花津留2丁目25番16号 097-553-2570 ○

東海ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

   　　　　　大分事業所

大分ゼラルサービス（株） 870-0106 大分市大字鶴崎2200番地 097-523-1183 ○

朝日警備保障（株） 870-0027 大分市末広町2丁目10番22号（損保ジャパン大分ビル3階） 097-538-1001

日本連合警備（株） 870-1152 大分市大字上宗方字明川原124番地の1 097-542-4711 ○

(一財）九州電気保安協会　

大分支部

（株）大分電設 870-0903 大分市向原沖1丁目1番30号 097-535-8852 ○

別府地区
表示登
録会員

交永電気工事（株） 874－0919 別府市石垣東2丁目10番16号 0977-23－5321

亀川設備工業（株） 874-0022 別府市亀川東町17番20号 0977-67－7871

鶴原消防設備（株）別府支店 874-0924 別府市餅ヶ浜町5番8号 0977-22－9006 ○

(有）西谷防災設備 874-0844 別府市大字鶴見848-7 0977-66－0458 ○

朝日綜合管理（株） 874-0919 別府市石垣東4丁目1番49号 0977-24-7100

旭環境管理（株） 874-0921 別府市富士見町10番20号 0977-21-2145 ○

中津地区
表示登
録会員

トキワ電気工事（株） 871-0021 中津市沖代町1丁目4番28号 0979-22－4386

（株）松本総合設備 871－0012 中津市大字宮夫273番地の7 0979-24－5035 ○

（株）松山商会 871－0051 中津市古博多町1572番地 0979-22－2878 ○

やなが住設 871－0012 中津市大字宮夫67番地の3 0979-23-0263

（有）フジ電 871－0151 中津市大字大悟法795番地 0979-32-1515 ○

日田・玖珠地区
表示登
録会員

(有）イケダ電機 877－0047 日田市中本町5－33 0973-22－3966 ○

(有）加藤電工 877－0044 日田市隈2丁目1－18 0973-23－2188 ○

九州電工（株） 877－1365 日田市大字有田319－27 0973-22－3316 ○

光　電　工 877－1244 日田市大字三河町383 0973-24－9302

（株）大 日 877－0055 日田市大字高瀬1248番地の1 0973-23－8111 ○

（株）千原電気工事 877－0046 日田市本庄町4番20号 0973-24－2273 ○

（株）ハセベ水道 877-0082 日田市大字渡里１６－５ 0973-22-3347
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不二水道（株） 877－0004 日田市城町1丁目8番46号 0973-22－6265 ○

（有）古川電設 877－0075 日田市中釣町272－1 0973-24－4107 ○

ワカバ電気商会 877－0005 日田市豆田町10－10 0973-22－2612

綿屋商亊（有） 877－0046 日田市本庄町2－19 0973-23－3322 ○

（有）小野商事 877－0037 日田市若宮町397-2 0973-24-2707 ○

古賀カナモノ 877－0003 日田市上城内町3－74 0973-22-5033 ○

（株）水明テクノス 877－0081 日田市清岸寺町1033番地1 0973-24-1601 ○

武石防災 879－4411 玖珠郡玖珠町大字小田８５０－１ 0973-77-2131 ○

杵築・速見地区
表示登
録会員

（株）木元電設 873-0005 杵築市大字猪尾64番地の5 0978-62-4726 ○

（有）岩尾商事 879-1506 速見郡日出町２９８１番地の１ 0977-72-5533 ○

国東地区
表示登
録会員

山口水道工業（株） 873-0502 国東市国東町大字田深666番地の1 0978-72-3333

奈須防災サービス 873-0202 国東市安岐町瀬戸田134-1 0978-67-0735 ○

竹田地区
表示登
録会員

（株）あ　わ　や 878-0012 竹田市大字竹田町389－１ 0974-63-2002 ○

川合電気工事（株） 878-0013 竹田市大字竹田2063－15 0974-63－2449

臼杵地区
表示登
録会員

（株）臼杵鋼鈑工業所 875-0062 臼杵市大字野田266－1 0972-63－3355 ○

(株）小坂設備工業 875-0083 臼杵市大字井村字黒友2145番地の3 0972-63－6500

佐伯地区
表示登
録会員

（株）入江電池工業所 876-0853 佐伯市中村東町9番3号 0972-22-1420

ヤナイ電装 876-0125 佐伯市弥生大字江良2991-1 0972-46-2501 ○

津久見地区
表示登
録会員

豊南電工（株） 879-2421 津久見市大字津久見1575番地の1 0972-82-3946 ○
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