
No. 会社名
代表者
担当者

〒701-1145

岡山市北区横井上202-5

TEL　086-294-3435

FAX　086-294-3436

〒700-0907

岡山市北区下石井2丁目2番5号

2 TEL　086-206-6466

FAX　086-206-6007

〒703-8222

岡山市中区下371-1

TEL　086-279-1815

FAX　086-279-8203

〒732-0057

広島市東区二葉の里1丁目1-72

TEL　082-264-5557

FAX　082-264-1506

〒700-0975

岡山市北区今3丁目24-10

TEL　086-241-2394

FAX　086-241-1496

〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀5丁目8-8　

TEL　06-6695-7693
FAX　06-6695-7925

〒700-0986

岡山市北区新屋敷町2-1-5

TEL　050-1751-5279

FAX　086-244-1772

〒675-0155

兵庫県加古郡播磨町新島33

TEL　079-441-3800

FAX　079-441-3801

〒700-0971

岡山市北区野田2-3-32

TEL　086-241-7373

FAX　086-241-7383

〒703-8285

岡山市中区桜橋2-1-1

TEL　086-272-3111

FAX　086-272-8387

〒703-8233

岡山市中区高屋162

TEL　086-272-5241

FAX　086-273-6588

〒700-0973

岡山市北区下中野611-2

TEL　086-243-8881

FAX　086-243-8349

〒702-8603

岡山市南区福成2丁目20番25号

TEL　086-263-2212

FAX　086-264-4947

〒700-0952

岡山市北区平田120-103

TEL　086-941-0800

FAX　086-941-0801

小童谷 賢

都市ガス・都市ガス工
事・各種ガス器具・ガス
冷暖房設備・G.H.Pエア
コン

ビル設備・住宅給水・
家庭深井戸・水槽設置・
農事・海水各種ポンプ

永田 集

橋本 奈美子

合併処理浄化槽・高度処
理型浄化槽・農業集落排
水処理

4

5
プール濾過機・各種濾過
機・滅菌機・受水槽・高
架水槽・破砕ポンプ

電気暖房器の製造・販売
放射式冷暖房空調システ
ムの設計・施工

12

8

ダイキン工業㈱・㈱荏原
製作所特約店・電気機
器・自動制御給排水ポン
プ・冷暖房

業務内容

北研浄化槽・K型分離ばっ
気・F型分離ばっ気・北研
コミプラ

業務用エコキュート・各種ボイ

ラー・真空/無圧ヒーター・ろ過装

置・貯湯槽・ファンコイル・エアハ

ンドリングユニット・各種放熱器・

ヒートポンプエアコン・自動制御

器・ダンバー/制気口類等の販売並

びに据付施工・保守・メンテナンス

空気調和機器・各種次暖
房機・大型、小型冷凍機
の販売据付保守高田 直

小嶋 光信

小林 大輔

野村 晴明

一般社団法人岡山県設備設計事務所協会賛助会員名簿（機械設備部門）

1

所在地

6

東野 明朗

橋本 直樹

倉本 和彦

濱 義之

空調設備機器・配電制御機
器・FA・メカトロニクス
機器・情報通信機器

10

7

衛生陶器・水栓金具・浴
槽・ユニットバス・洗面
化粧台・システムキッチ
ン・タイル

ポンプ・送風機9

鋼板性一体型水槽（BL認
定品）・デザインタン
ク・耐震性貯水槽（認定
品）

岡崎 達也

㈱荏原製作所　岡山支店

原 康夫

村田 憲優

14

13

田中　宏樹

アール空調システムズ㈱

アムズ㈱　岡山営業所

㈱立売堀製作所　広島営業所

㈲板谷

㈱NYK西日本

岡山宮地弘商事㈱

岡山精電工業㈱

3

東テク㈱　岡山営業所

11

㈱川本製作所　岡山営業所

消防設備器具

㈱インターセントラル

㈱LIXIL 営業本部 中四国営業統括部

岡山支店　岡山設備営業所

岡山ガス㈱

岡山フジクリーン㈱

板谷 啓正

新山 卓司

大橋 正芳

三宅 順一

橋本 清高

鈴木 直人

川原 規敬

宮地 敬幸

　　　　　オーテックビル3階大阪営業所



No. 会社名
代表者
担当者

〒703-8222

岡山市中区下345-3

TEL　086-279-4503

FAX　086-279-1976

〒700-0973

岡山市北区下中野781-2

TEL　086-805-6511

FAX　086-805-6566

〒730-0041

広島市中区小町3番17号

TEL　082-546-2590

FAX　082-546-2591

〒703-8282

岡山市中区平井6丁目11-24

TEL　086-273-5161

FAX　086-273-0607

〒700-0956

岡山市南区当新田373

TEL　086-244-6008

FAX　086-244-6009

〒732-0057

広島市東区二葉の里1丁目1番72号GKDビル２階

TEL　082-264-2155

FAX　082-264-2156

〒530-8565

大阪市北区西天満2-4-4　堂島関電ﾋﾞﾙ3階

TEL　06-6365-4502 FAX　06-6365-4519

TEL　06-6365-4503 FAX　06-6365-4389

〒732-0045

広島市東区曙4丁目3番26号

TEL　082-568-0095 FAX　082-568-0097

〒700-0976

岡山市北区辰巳11-103

TEL　086-245-5071 FAX　086-244-5355

〒700-0972

岡山市北区上中野2-24-14

TEL　086-241-4221

　 FAX　086-241-4230

〒700-0971

岡山市北区野田3丁目1番18号　安田ビル4階

TEL　086-805-7631

FAX　086-241-9005

〒700-0973

岡山市北区下中野702-101

TEL　0570-03-7771

FAX　086-805-4686

〒704-8194

岡山市東区金岡東町2-8-35

TEL　086-943-8254

FAX　086-943-8142

〒700-0953

岡山市南区西市517-2　西市中央ビル

TEL　086-243-0220

FAX　086-243-0257

温水ボイラー・無圧缶水
式温水機・遠赤外線ヒー
ター・ろ過機

衛生陶器・水栓金具・
ユニットバス・給湯機・
タイル・システムキッチ
ン

TOTO㈱　岡山営業所

各種浄水装置・プール・
浴場循環浄化装置・産業
排水処理装置・合併処理
装置・空気浄清装置

26 東洋化機㈱ 西山 祐司

㈱ジーシーデイ

昭和鉄工㈱　広島営業所

給湯冷温水用耐食管材・
建築排水用耐食管材・金
属強化複合プラスック管

ポンプ・送風機・給水装置・

全熱交換器・プール・風呂・

噴水・雨水ろ過・生ゴミ処理

システム・ポリブデン管フレ

キシステム

小野　裕二

業務用エコキュート・ヒートポ

ンプ式外調機・無圧・真空ヒー

ター・濾過装置・高効率貯湯

槽・貯湯槽一体型ガス給湯器・

ファンコイルユニット・エアハ

ンドリングユニット

20

奥山 隆史

廣瀬 光右

所在地

空調設備・冷暖房環境改
善システム（エコシル
フィ）制御盤他

19

落町 宣文
ダクト消火設備・特殊消火
装置・床暖房設備・消防設
備結合点検と整備工事

15

キローンパイプ・
給水用LP-VA・VB・VD
消火用VF・STPG-VF
排水用DL

冷却塔・吹出口・ダン
パー・全熱交換機器・水
処理装置

17

㈱前田鉄鋼所代理店矢崎
総業・ボイラー冷凍機運
転保守点検修理・シャー
プ㈱代理店

18

業務内容

志賀 徹

岩本 充弘

16

空研工業㈱　広島支店

三要電熱工業㈱

㈱環境テクノ

㈱協成　岡山営業所

21

ダイキン工業製
空調機器製品

22

積水化学工業㈱
環境・ライフラインカンパニー

西日本支店　近畿設備システム営業所　　

ダイキン工業㈱

ダイキンHVACソリューション中四国㈱

渡辺　貴彦

23 テラル㈱　岡山営業所　 澤田　寛治

東芝設備商品一式24
東芝キャリア㈱

中四国支社　岡山営業所

西岡 宏

豊田 弘文

25

27 ㈱巴商会　岡山営業所

田中 康雄

諸隈 透

牛尾 光広

亀山　哲

菱川 肇

辻 英香

高戸 賢一

千葉 真也



No. 会社名
代表者
担当者

〒701-0165

岡山市北区大内田830-1

TEL　086-292-1772　

FAX　086-292-5081

〒700-0943

岡山市南区新福1丁目10-29

TEL　086-800-7700

FAX　086-800-7710

〒700-0936

岡山市北区富田531-1

TEL　086-237-2113

FAX　086-237-2188

〒700-0975

岡山市北区今1-11-12

TEL　086-241-5711

FAX　086-241-5774

〒700-0826

岡山市北区磨屋町3-10岡山ニューシティビル５階

TEL　086-221-6481

FAX　086-221-6484

〒702-8022

岡山市南区福成2-23-18

TEL　086-263-2815

FAX　086-263-3011

〒730-0014

広島市中区上幟町3-24　パークビル5階

TEL　082-221-2561

FAX　082-221-2563

〒700-0927

岡山市北区西古松1-12-1　西古松第3ﾋﾞﾙ3階

TEL　086-245-0751

FAX　086-245-1140

〒701-0221

岡山市南区藤田564-163

TEL　086-296-7780

FAX　086-296-7774

〒712-8611

倉敷市水島福崎町3-30

TEL　086-444-8141

FAX　086-444-8186

〒733-0036

広島市西区観音新町1-20-24

TEL　082-503-2331

FAX　082-503-2348

〒700-0965

岡山市北区西長瀬1206番地6

TEL　086-241-2420

FAX　086-243-5311

〒710-0803

倉敷市中島1004

TEL　086-466-7500　　

FAX　086-466-7502

〒700-0976

岡山市北区辰巳3-105

TEL　086-245-1521

FAX　086-245-1550

所在地 業務内容

ガス器具全般（コンロ・
ストーブ・湯沸器・風
呂・工業用バーナー・焼
物器他）

空調・冷熱製品
照明器具
換気扇・三菱エコキュー
ト等住宅設備製品

都市ガス・各種ガス器
具・ガス冷暖房設備施
工・ガス工事施工

建築設備機器製品（衛生・空調）・グ

リーストラップ・ステンレス排気フー

ド・グリースフィルター・ウェザーカ

バー製缶類・プレハブ配管・SUS加工

品・建築製品（HACCP製品・フロアー

ハッチ・シンク・グレーチング製品）

その他特注品

41 リンナイ㈱　岡山営業所

伊藤 繁利

中山 浩一

39

冷暖房機販売・保守サー
ビス・設計施工・機器レ
ンタル・バイオマス燃料
販売他

40 テクノ矢崎㈱　中四国営業所

三菱電機住環境システムズ㈱

中四国支社　岡山支店

37 水島瓦斯㈱

空調機器・冷凍機器
エコキュート

38
三菱重工冷熱㈱
中四国支社　営業部 　リョーコーセンタービル2階

岸 仁司

門岡 慶成

白瀬 裕也

日立製作所・日立グルー
プ・各社特約店

35 ホーコス㈱　岡山営業所 森 勝己

前田鉄工所（鋳鉄製ヒータ、放熱

器）ヒラカワガイダム（真空式ヒー

タ、蒸気ボイラ）ベルテクノ（SUS

水槽、制罐類）ローレル（各種ろ過

装置）北浦製作所（消火機器）

36 ㈱前田サービス岡山
茅切 豊

道広 信之

33 双葉電機㈱

ステンレスSUS444製タ
ンク・その他水槽類・
ヘーダー・地下油槽の設
計・製作・販売

34 ㈱ベルテクノ　広島営業所 植木 雄一郎

難波 宏典

岡崎 世作

日東物産㈱

32 ㈱ビーテック　岡山営業所

28

31 ㈱パロマ　岡山営業所

真空式温水器・蒸気ボイ
ラ・熱媒ヒーター・輻射
暖房ヒーター

29 松本 行史
岡山営業所

日本電技㈱　岡山支店
坂本 晃士

森 誠司

㈱日本サーモエナー

住宅設備機器・空調設備
機器・合併処理浄化槽

アズビル㈱提携・中央監
視盟・空調制御・制御盤
類・各種自動制御工事

30

山口 憲一

清水 直樹

細野 忠

高木 健次

家庭用・業務用機器・給
湯器・給沸器・業務用焼
物器・炊飯器・その他ガ
ス器具全般

取り扱いメーカー
新晃工業㈱・ニッタ㈱
日本バイリーン㈱・日本
BAC㈱・三菱電機㈱　他

長島　誠

藤原 眞人

有吉 将大

加藤 千晶

芹沢 雅文

倉橋 宏和

上本 優一



No. 会社名
代表者
担当者

〒732-0827

広島市南区稲荷町4-1　

TEL　050-3648-9929

FAX　082-262-5178

〒700-0975

岡山市北区今1-6-15　今村合同ビル2階

TEL　086-241-6181

FAX　086-241-6192

〒700-0974

岡山市北区今村650-110

TEL　082-545-5199　

FAX　086-249-1595

〒700-0951

岡山市北区田中138-110

TEL　086-245-9344

FAX　086-245-9355

パナソニック産機システムズ㈱
中四国支店　岡山営業所

パッケージエアコン
ガスヒートポンプエアコン

吸収式冷温水機
ルームエアコン

45 泉　政彦

家庭用、業務用ガス給湯
設備・ガス暖房機・業務
用生ゴミ処理機

43 パーパス㈱　岡山営業所 小代 俊二

家庭用及び業務用ガス・
石油温水関連商品・家庭
用ガスコンロ関連商品

44 ㈱ノーリツ　岡山営業所

所在地 業務内容

省エネ・省エネ空冷ヒートポ

ンプ式空調機・エアハン・

ファンコイル・工場用空調

機・大温度差小水量仕様

42 松島 功

木村工機㈱

大阪営業本部　広島営業所

寺本 光徳

清田 勲




