
データNO 令和5年5月現在

事業所名 所在地 電話番号
登録
番号

1 共立商工(株) 代表取締役 平井 克久 佐世保市川下町４１５－１ ０９５６－４７－４１５５ 2

2 三昌商事(株) 代表取締役 岩永 貴之 長崎市柳谷町２４－４１ ０９５－８４４－１３９３ 140

3 大栄設備(株) 代表取締役 立山 雅也 長崎市立山５丁目１７－７ ０９５－８１８－３９０２ 11

4 髙瀬建設(株) 代表取締役 髙瀬 邦彦 大村市岩松町２６－１ ０９５７－５３－３１３１ 14

5 滑石設備(株) 代表取締役 中間 基 長崎市滑石２丁目５－１３ ０９５－８５６－２５１２ 16

6 ハヤシカネエネルギー(株) 代表取締役社長 百合野 哲 長崎市目覚町５－２０ ０９５－８４８－２３２３ 17

7 星野管工設備(株) 代表取締役 谷村 正夫 長崎市葉山１丁目３２－１６ ０９５－８５６－１１６１ 131

8 丸一設備工業(株) 代表取締役 簗瀬 哲也 長崎市鳴滝２丁目１３－１６ ０９５－８２４－１５７１ 22

9 ミヤケン物流(株) 代表取締役 宮﨑 俊章 島原市前浜町乙９０ ０９５７－６３－３８３８ 7

10 (株)八興電設 代表取締役 阿比留 人美 対馬市美津島町根緒６３－２ ０９２０－５４－２６５７ 151

11 (株)矢加部商店 代表取締役 矢加部 公男 島原市広馬場町３３２ ０９５７－６２－３１８６ 24

12 (株)大和屋電機 代表取締役 坂本 晋 壱岐市芦辺町諸吉大石触２１５－２ ０９２０－４５－００８４ 139

1 大菱電気工業（株） 代表取締役 山中 仁 佐世保市俵町２４－２９ ０９５６－２３－２１７７ 148

2 (株)玄海電設 代表取締役 大久保 祐子 長崎県佐世保市江迎町梶ノ村２６３－１ ０９５６－８０－７３３３ 141

3 こばた電設(株) 代表取締役 小畑 勝志 五島市吉田町２５３２－５ ０９５９－７２－８５０１ 130

4 サカエ電設 代表者 田中 潔世 雲仙市小浜町北野１９９２ ０９５７－７４－５０８６ 37

5 (株)三ヱ電機 代表取締役 小林 純一 長崎市大橋町６－６ ０９５－８４５－２３００ 34

6 シロヤマ電工 代表者 城山 茂樹 五島市奈留町浦４６８－１０５ ０９５９－６４－２１３０ 122

7 (株)進藤電業 代表取締役 進藤 勉 雲仙市小浜町雲仙４３４－３ ０９５７－７３－３６８２ 39

8 (株)青電メンテナンス 代表取締役 成瀬 美由紀 長崎市金屋町７－１４ ０９５－８２７－２０８８ 138

9 中央電気防災(株) 代表取締役 松村 学 大村市荒瀬町３６８ ０９５７－５５－５５６６ 43

10 (株)東光電気 代表取締役 馬場 克也 長崎市大浦町９－５ ０９５－８２１－２３１５ 47

11 長崎電業(株) 代表取締役 中川 志郎 長崎市花園町２－２１ ０９５－８６２－２３３３ 49

12 長崎菱電テクニカ(株) 代表取締役 吉武 邦彦 西彼杵郡時津町浜田郷５１７－７ ０９５－８８１－１４２１ 120

13 (有)野原電機 代表取締役 関 満吉 雲仙市小浜町北野７３５ ０９５７－７４－３２１８ 51

14 松田電気工事三(株) 代表取締役 藤本 るり子 大村市西三城町１３－１７ ０９５７－５３－２１４８ 145

15 松山電機店 代表者 松山 雅志 北松浦郡小値賀町笛吹郷１３８９－７ ０９５９－５６－２２２６ 121

16 (有)マルセイ 代表取締役 湯川 裕紀子 南松浦郡新上五島町浦桑郷１３７２ ０９５９－５４－１１０２ 55

1 あーるある電設 代表者 阿比留 賢介 対馬市厳原町久田５９６－４ ０９２０－５２－００４８ 60

2 (株)アール・テクノ・サービス 代表取締役 浦口 一郎 五島市上大津町１１９６ ０９５９－７４－５２０９ 125

3 (株)アイコック 代表取締役 山田 実夫 諫早市津久葉町６－４１ ０９５７－２６－５４４９ 128

4 (資)あおば商会 代表者 大場 浩 長崎市小菅町２５－１７ ０９５－８２４－２４５３ 59

5 (有)アトム防災設備 代表取締役 内川 美佐子 長崎市つつじが丘１丁目２０－２ ０９５－８３９－６３３０ 58

6 (有)アポロ電機防災 取締役 三村 強 長崎市葉山１―４０－３ ｱﾌﾞﾆｰﾙ葉山102号 ０９５－８５６－８７４６ 56

7 アラキ防災工業(株) 代表取締役 田口 弘子 長崎市大橋町２－４ ０９５－８４６－１０３６ 57

8 井上消防・防災設備 代表者 井上 雅智 島原市有明町大三東甲７１７－１ ０９５７－６１－９１３３ 153

9 ＭＨＩﾌｧｼﾘﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ㈱工場設備管理事業部 機械設備部長 津山 哲基 長崎市神ノ島町３丁目５２６－１９ ０９５－８６５－５５５５ 135

10 (株)エルベック 代表取締役 高村 宣史 長崎市昭和３丁目２５６―９ ０９５―８０１―２４６２ 127

11 (株)オリオン電防 代表取締役 小林 光弘 長崎市西山２丁目２－３ ０９５－８２５－８２５０ 62

12 九州消火器材(株) 代表取締役 田中 俊晴 佐世保市新田町２７３－７ ０９５６－４７－３１６５ 68

13 (一財)九州電気保安協会長崎支部 支部長 小川 末記 長崎市田中町５９１－５ ０９５－８１３－８０１１ 67

14 (株)クリーン・マット 代表取締役 田中 信之 長崎市田中町５７３－３ ０９５－８３７－８４８８ 149

15 (有)小淵電設 代表取締役 小淵 正稔 長崎市江の浦町１５－３０ ０９５－８６１－４５３５ 69

16 (株)サン・クリエイト 代表取締役 濵崎 豊彦 長崎市西山台２丁目１２－７ ０９５－８４３－２９７１ 146

17 (株)消建 代表取締役 峰 英典 佐世保市早苗町６６８－２６ ０９５６－２７－５２３２ 133

18 (株)シンテック 代表取締役社長 馬渡 仁 諫早市長野町１０８６－４６ ０９５７－２４－２５１１ 71

19 (有)西部防災 代表取締役 髙濱 清澄 長崎市橋口町１２－１２ ０９５－８４７－６６１２ 72

20 (有)綜合防災センター 代表取締役 出口 俊子 長崎市小峰町１２－２ ０９５－８４８－０１０９ 73

21 (株)武田商事 代表取締役 山﨑 俊隆 佐世保市沖新町７―２ ０９５６－３１－６２８５ 75

22 (株)中央ビル管理 代表取締役 松園 英太朗 佐世保市有福町１７１２－３ ０９５６－４２－５２００ 158
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23 (株)ツクモ 代表取締役 永田 次郎 佐世保市福石町２２－６ ０９５６－３１－４０７４ 77

24 (株)ツクモ防災 代表取締役 永田 次郎 長崎市花園町２４－５ ０９５－８６１－０６７７ 162

25 (有)対馬ビルサービス 代表取締役 日高 泰邦 対馬市美津島町根緒４６８－８０ ０９２０－５２－３５２４ 78

26 (有)トウサイ 代表取締役 川畑 友三 長崎市つつじが丘４丁目１９－１５ ０９５－８３９－８１６６ 80

27 東洋防災工業(株) 代表取締役 田中 常輝 長崎市網場町５２２ ０９５－８３９－８２３６ 81

28 (有)中川商会 代表取締役 桑原 飛羽 諫早市福田町１０６０―９ ０９５７－２２－０２８７ 87

29 長崎防災(株) 代表取締役 石原 孝文 長崎市戸町３丁目２３－１９ ０９５－８３３－５５０８ 150

30 (株)長崎め組 代表取締役 江頭 清 西彼杵郡時津町左底郷７６７－８ ０９５－８６０－２３３０ 163

31 (株)長崎ユタカ 代表取締役 野田 賢司 長崎市五島町６－１７ ０９５－８２６－８５５５ 82

32 (株)ナカムラ消防化学 代表取締役 中村 康祐 大村市平町１９３３ ０９５７－５２－１６１７ 88

33 (有)中村防災 代表取締役 中村 壽文 島原市浦の川２１５０－１ ０９５７－６２－６４１４ 86

34 (株)日東商会 代表取締役 東森 仁 長崎市鍛冶屋町６－１７　ハイツかじや５０２ ０９０－２７１６－１１９８ 89

35 (株)日東松浦商会 代表取締役社長 大久保 徹 松浦市志佐町高野免１００１ ０９５６－７２－３３４６ 155

36 (株)ハンエイ 代表取締役 永田 一精 長崎市女の都４丁目５－５ ０９５－８４５－８７１１ 91

37 (有)福田商会 代表取締役 福田 正博 佐世保市母ケ浦町１３－１ ０９５６－４７－６４１５ 142

38 (株)フジオカ 代表取締役社長 藤岡 秀則 長崎市田中町５８２－４ ０９５－８１３－８０８４ 92

39 富士産業(有) 代表取締役 嘉悦 洋治 長崎市平和町２３－１５－４０１ ０９５－８４４－５８６６ 93

40 (有)平和防災 代表取締役 福田 敏彦 佐世保市天神町２丁目１５１－１５ ０９５６－３１－７２７２ 94

41 松田工業所 代表者 松田 秀生 佐世保市小佐世保町２８－１６ ０９５６－２３－３４３２ 96

42 (有)ムラツウ 取締役 森下 俊二 佐世保市早苗町４９５－５ ０９５６－３８－１４４４ 97

43 （有）森石油店 代表取締役 森 能範 平戸市生月町里免１６７９－４ ０９５０－５３－０８０２ 166

44 森防災 代表者 森 繁義 五島市木場町３７６－３ ０９５９－７２－２２８４ 147

45 ヤナセ産業(株) 代表取締役社長 合家 崇 長崎市竹の久保町１１－３ ０９５－８１８－０１２１ 98

46 (株)ヤナセ防災 代表取締役社長 合家 崇 佐世保市卸本町３０－１５ ０９５６－３１－９３４５ 160

47 やまぐち総合防災 代表者 山口 慎司 諫早市猿崎町９０１―１ ０９５７―４２―５３７６ 165

48 (株)山田石油 代表取締役 山田 和弘 諫早市本町３－１０ ０９５７－２２－１３２４ 101

49 (資)山根 代表社員 山根 仁 佐世保市俵町２５－３０ ０９５６－２４－５８４５ 99

50 (株)山本商会 代表取締役 吉丸 忠幸 佐世保市藤原町４６－４３ ０９５６－３１－９０６６ 100

51 (有)ユタカ商会 代表取締役 豊島 拓郎 佐世保市干尽町５－３ ０９５６－３２－６２３６ 102

52 (株)ユタカ防災サービス 代表取締役 津浪 　勉 諫早市貝津小船越名１－２４ ０９５７－２６－５０３１ 103

53 ユニオン防災 代表者 山口 建藏 長崎市城山町１２－１７－３Ｆ ０９５－８０７－２６５３ 159

54 (株)令和防災 代表取締役 津浪 勉 長崎市大橋町１６-13アクティイン大橋３-y ０９５－８４４－２７８７ 164

1 アイワ防災工業(株) 代表取締役 横山 滋久 壱岐市郷ノ浦町本村触６４９－１ ０９２０－４７－５２０７ 161

2 (株)天瀬電機 代表取締役 天瀬 誠樹 対馬市上対馬町比田勝９６５－１ ０９２０－８６－２０５５ 154

3 大久保電工(株) 代表取締役 大久保 竜幸 壱岐市郷ノ浦町本村触２９－３ ０９２０－４７－０２６４ 65

4 (株)片山住宅電設 代表取締役 中田 誠 壱岐市勝本町百合畑触５０５－５ ０９２０－４３－０２６２ 107

5 かばら電気 代表者 賀原 輝実 対馬市厳原町西里１１２－８ ０９２０－５２－６８６８ 157

6 (株)九電工長崎支店 理事支店長 友池 昌寛 長崎市平野町２２－４０ ０９５－８４０－０８００ 111

7 (有)きょーでん 代表取締役 羽田 康宏 南松浦郡新上五島町七目郷８７９－３ ０９５９－４２－２４３９ 108

8 研進工業(株) 代表取締役 八戸 泰道 諫早市小川町１２５１－１ ０９５７－２２－３２１１ 4

9 (有)佐世保電気防災 代表取締役 平山 計之 佐世保市白岳町１０２－５ ０９５６－３３－８４６６ 35

10 太平ビルサービス(株)長崎支店 支店長 増永 富男 長崎市栄町１－２５長崎ＭＳビル５Ｆ ０９５－８２４－６６２８ 114

11 (有)ひらい電機 代表取締役 平井 照博 佐世保市江迎町長坂１６４ ０９５６－６６－２６００ 110

12 富士ビル綜合(株) 代表取締役 諸岡 進 長崎市恵美須町４－７ ０９５－８２７－２４６３ 115

13 ホマレ電業(株) 代表取締役 平江 誉則 対馬市厳原町桟原４０－２ ０９２０－５２－５５１４ 118

14 松尾電気工事(株) 代表取締役 松尾 輝幸 壱岐市勝本町大久保触字山坂１７９７－４ ０９２０－４２－２０７３ 123

15 (株)山縣 代表取締役 山縣 昌彦 佐世保市下京町７－１０ ０９５６－２４－８９３７ 136

16 (株)横清商会 代表取締役 横山 博一 壱岐市郷ノ浦町片原触１５０２－１ ０９２０－４７－０６４３ 126

（注）1　「登録番号」は表示登録会員の番号で「42-1-○」の○の番号

　　　2　所属ごとの内訳は次のとおり

（管工事組合12会員、電気工事組合16会員、消防機器同業会54会員、その他16会員、合計98会員）

そ
の
他

長
崎
県
消
防
機
器
同
業
会


