
（令和５年４月１日現在） （計99社）

指定工事店名 住所 連絡先（ＴＥＬ）

青木設備 米子市博労町二丁目１４２番地４ ３３－９２５５

有限会社三和水道工業所 米子市錦町二丁目８３番地 ２２－４９１４

山陰冷暖株式会社米子営業所 米子市西福原１５番地６ ２２－７４６８

明道 大陽日酸エネルギー株式会社中四国支社山陰支店 米子市昭和町１１番地 ３３－２５２１

就将 株式会社三伸総合設備 米子市目久美町７０番地６ ３４－６４４３

株式会社岩崎組 米子市灘町三丁目１４７番地６ ３３－１９５４

有限会社米設工業 米子市三本松四丁目９番１４号 ３４－３９０４

有限会社いづはら 米子市安倍７９１番地１ ２４－０５６８

ケーティー住設有限会社 米子市安倍１２１番地４ ２４－５４００

合同会社壽山設備 米子市上後藤三丁目１４番２１号 ２９－５２９８

天満設備 米子市旗ヶ崎四丁目７番３４号 ２９－２５６５

ヤスカタ水道株式会社 米子市旗ヶ崎六丁目１４番８号 ２９－７２２３

米子ガス産業株式会社 米子市旗ヶ崎２２００番地 ３３－３４３１

有限会社車尾設備工業 米子市車尾三丁目１０番８号 ３３－０２３４

シバタ設備株式会社 米子市車尾六丁目７番１６号 ５７－４７６０

株式会社島津組 米子市観音寺新町三丁目４番２９号 ３３－１３１９

株式会社美咲 米子市車尾南一丁目１２番２８号 ３７－５５３３

井田設備 米子市両三柳２５０８番地９ ２９－８９３６

河崎設備株式会社 米子市河崎１４８２番地１ ２９－１６０７

シンセイ技研株式会社米子営業所 米子市両三柳２３６０番地９ ３５－５８６６

大幸設備工業有限会社 米子市両三柳１５０番地３ ３２－９６１５

タナカ設備 米子市両三柳１９０３番地 ２９－２５２９

ヤストモ設備 米子市河崎３４５４番地 090-2869-7712

Ｙ-ＲＥＦＯＲＭ 米子市河崎１７５２番地４ 090-3634-6245

株式会社ＫＲＳ 米子市皆生温泉四丁目１４番２４号 ３９－０７１１

株式会社大山設備 米子市皆生五丁目１３番４６号 ３２－８１６４

株式会社太陽水道工事鳥取営業所 米子市上福原五丁目１０番６号 ３４－７０７０

有限会社パイプフレンド米子営業所 米子市皆生温泉二丁目１４番２４号 ２２－１３２４

足立設備工業 米子市西福原七丁目１３番２６号 ２１－７８１８

新開工業 米子市新開七丁目１０番３１号 ３３－２４６２

株式会社シンセイ 米子市西福原九丁目１９番１５号 ３５－６５６０

大成工業株式会社 米子市米原六丁目１５番３７号 ３２－１１３７

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 ３３－３７７１

株式会社ＤＡＹＳ 米子市新開二丁目１６番２４号 ２１－９７０２

有限会社文化企画米子営業所 米子市西福原二丁目９番１２号 ３３－１１０６

来海設備 米子市福市２０１３番地 ２６－４３７５

有限会社高広工業 米子市福市３８３番地１ ２６－５８８１

株式会社みたこ土建 米子市八幡４８６番地１ ３９－７１７３

尚徳 株式会社三徳興産 米子市榎原１４５２番地１ ２６－０５０８

有限会社小林設備 米子市奥谷３１９番地３１ ２６－１０３８

株式会社ミテック 米子市吉谷２１７番地 ２６－５２００

有限会社モリスイ 米子市古市９０番地１ ２６－１４５９

有限会社アイシン 米子市彦名町５２７番地２ ２９－３２２２

泉空調設備有限会社米子出張所 米子市彦名町３６番地４ ４８－１１３５

浦安工業株式会社山陰営業所 米子市彦名町４５２６番地３ ２４－２５４７

株式会社エヌテック 米子市彦名町５３４４番地1 ２１－８６８５

株式会社向井 米子市彦名町４１７１番地 ２９－０８３０

有限会社ホームケア渡部建築 米子市大崎２９０番地１ ２８－８４８７

有限会社山岡建築サービス 米子市大崎２１７１番地４ ２８－６２４５
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指定工事店名 住所 連絡先（ＴＥＬ）地　区

大篠津 株式会社タニシ 米子市大篠津町６８８番地１０ ２８－５５０１

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 ２１－７２２０

曽我工業株式会社 米子市富益町６３番地８ ２５－１１８６

株式会社うるわし興業 米子市夜見町２９８２番地１ ３０－３９０９

有限会社舩原設備工業 米子市夜見町１６３９番地４ ２４－０８０７

和田 有限会社安田設備 米子市和田町５８８番地 ４８－２７０３

有限会社いけもと 米子市吉岡３５５番地１ ２1－５９２２

サンテックス株式会社 米子市吉岡１０１番地１ ３７－１２３０

株式会社大協組 米子市蚊屋２３５番地２ ２７－０６１１

日本海設備株式会社 米子市二本木２６０番地９ ５７－５２６２

株式会社松東電機 米子市二本木１００９番地７ ２７－４１４１

株式会社モチダ 米子市蚊屋２４８番地１ ２７－１６５１

株式会社カワカミ住設 米子市古豊千９１３番地５ ５７－８６８０

有限会社テック 米子市一部１６２番地２ ３７－１７１５

株式会社門岡設備 米子市日下６２９番地 ２７－４３３０

黒見設備 米子市尾高１０１番地４０ ２１－４２８４

水道屋あきさと 米子市下郷４１０番地 ２１－３９３９

環境建設株式会社 米子市淀江町佐陀１９３６番地 ３０－３１１７

株式会社大丸水機 米子市淀江町西原１０６番地１ ５６－３８６０

有限会社松澤組 米子市淀江町西原１１６２番地１ ５６－３７２４

株式会社丸福 米子市淀江町佐陀７１２番地２ ５６－２８21

有限会社幸栄設備 境港市渡町９２３番地 ４５－７７０６

有限会社渡辺商店 境港市渡町２３５０番地４ ４５－０５３７

外江 浜田水道設備 境港市外江町１８７３番地 ４４－６７９７

ネヒラ設備 境港市竹内町８００番地 ４５－３０７２

武良設備有限会社 境港市高松町２１９番地 ４５－６５３６

足立燃料有限会社 境港市幸神町１５４番地 ４５－２１３１

GGエナジーワークス 境港市中野町５２０６番地 ４４－７１６７

有限会社橋本工業所 境港市小篠津町２５７番地１ ４５－３２３０

有限会社浜田設備 境港市幸神町１１４番地 ４５－０７５６

有限会社シオテック 西伯郡日吉津村日吉津２５番地１ ２７－３６８３

有限会社尚建工務店 西伯郡日吉津村日吉津３０番地５ ２７－４０９３

有限会社ダイワ鋼商 西伯郡日吉津村日吉津１９４番地９ ２７－５０１９

有限会社会見設備 西伯郡南部町天万１０６５番地６ ６４－２４５１

管鳥工業 西伯郡南部町落合４５１番地２ ３９－６６３９

有限会社はしもと 西伯郡南部町法勝寺３３４番地１ ６６－２０２１

株式会社清水設備 西伯郡伯耆町押口３３２番地３ ５７－６１６３

有限会社中島工業 西伯郡伯耆町谷川２４０番地１ ６２－０９０８

有限会社藤原建築工務店 西伯郡伯耆町古市８５６番地１ ６２－０９５４

有限会社林原工業 西伯郡大山町唐王６７１番地 ５３－３６３０

松岡建設有限会社 西伯郡大山町東坪７６５番地３ ５４－３０３１

有限会社モロユ水道 西伯郡大山町御来屋１４２番地１ ５４－２２２７

ヤマフク 西伯郡大山町名和８９４番地１６ ５４－６０１１

有限会社日南住設 日野郡日南町霞８６５番地１ 0859-82-0555

有限会社昇和設備 東伯郡湯梨浜町上浅津１３５番６ 0858-35-4643

有限会社中原設備商会 東伯郡北栄町西園９８番地１ 0858-37-3335

株式会社オオヒロ 鳥取市松並町一丁目１６８番地２４ 0857-26-1007

山陰水道工業株式会社鳥取営業所 鳥取市布勢１１１番地２－１０１ 0857-28-7238

株式会社蒼進 鳥取市千代水一丁目１３９番地 0857-37-0510

大和設備株式会社 鳥取市商栄町２２７番地 0857-29-5541
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※米子市排水設備指定工事店は、地区を問わず、ご自由にお選びいただけます。


