
（一社）鹿児島県電設協会 2015年12月現在

地区 事業所名 〒 所在地 ＴＥＬ

鹿児島 光栄電機㈱ 890-0006 鹿児島市若葉町34-5 099-220-2300

鹿児島 ㈱富士電設 890-0008 鹿児島市伊敷6-11-36 099-229-7100

鹿児島 安楽電気㈱ 890-0021 鹿児島市小野3-28-5 099-220-8628

鹿児島 池田電気工事㈱ 890-0022 鹿児島市小野町2278-2 099-282-3537

鹿児島 ㈱和光電設 890-0026 鹿児島市原良6-10-10 099-281-1711

鹿児島 中外電工㈱ 890-0032 鹿児島市西陵1-43-5 099-281-5200

鹿児島 双栄電気㈱ 890-0032 鹿児島市西陵6-19-13 099-282-0120

鹿児島 栄光電設㈱ 890-0034 鹿児島市田上1-7-1 099-251-1975

鹿児島 親日電設㈱ 890-0034 鹿児島市田上7-1-33 099-282-2223

鹿児島 大一電設㈱ 890-0041 鹿児島市城西1-5-4中村ビル2Ｆ 099-253-5171

鹿児島 本田電設㈱ 890-0045 鹿児島市武3-20-11 099-253-3233

鹿児島 ㈱大成電設 890-0045 鹿児島市武3-39-1 099-251-6161

鹿児島 山田電気㈱ 890-0052 鹿児島市上之園町34-15 099-251-0965

鹿児島 鶴丸電機工業㈱ 890-0054 鹿児島市荒田1-15-8 099-251-2624

鹿児島 ㈱栄電社 890-0056 鹿児島市下荒田1-36-24 099-250-3348

鹿児島 ㈱南日本電設 890-0056 鹿児島市下荒田2-38-17 099-208-5100

鹿児島 ㈱南電工 890-0056 鹿児島市下荒田2-41-6 099-254-3101

鹿児島 南国情報サービス㈱ 890-0064 鹿児島市鴨池新町14-10 099-252-3232

鹿児島 ㈱日本電業社 890-0064 鹿児島市鴨池新町14-5 099-256-1466

鹿児島 今別府産業㈱ 890-0072 鹿児島市新栄町15-7 099-256-4111

鹿児島 ㈱稲森機工店 890-0073 鹿児島市宇宿2-9-24 099-258-3341

鹿児島 ㈱デンセツ工業 890-0082 鹿児島市紫原6-37-18 099-256-0338

鹿児島 ㈱ミタデン 890-0086 鹿児島市日之出町24-15 099-257-1540

鹿児島 ㈱松葉電設 891-0102 鹿児島市星ケ峯3-48-8 099-275-4700

鹿児島 八栄電設㈱ 891-0108 鹿児島市中山2-28-14 099-269-6767

鹿児島 ㈱明興テクノス 891-0114 鹿児島市小松原1-10-8 099-269-2711

鹿児島 マモル電工㈾ 891-0114 鹿児島市小松原1-62-8 099-268-8880

鹿児島 ㈱川北電工 891-0115 鹿児島市東開町4-79 099-267-0061

鹿児島 大福電設㈱ 891-0116 鹿児島市上福元町6047-2 099-297-4456

鹿児島 ㈱南九州電設 891-0122 鹿児島市南栄2-10-2 099-267-8500

鹿児島 三洋工機㈱ 891-0122 鹿児島市南栄2-7-6 099-268-5191

鹿児島 丸岩電機㈱ 891-0123 鹿児島市卸本町7-17 099-260-2406

鹿児島 ㈱南部テック 891-0132 鹿児島市七ツ島1-5-8 099-262-0730

鹿児島 ㈱松栄電業 891-1201 鹿児島市岡之原町981-3 099-243-0175

鹿児島 マルサン工業㈱ 891-1202 鹿児島市西伊敷6-10-4 099-229-8814

鹿児島 ㈱新光電設 891-1202 鹿児島市西伊敷7-23-1 099-229-9588

鹿児島 親栄電設㈱ 892-0805 鹿児島市大竜町6-8 099-247-4582

鹿児島 ㈲マスデン 892-0806 鹿児島市池之上町9-30 099-248-5003

鹿児島 神野商事㈱ 892-0835 鹿児島市城南町25-5 099-223-2533
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鹿児島 南栄電機㈱ 892-0837 鹿児島市甲突町10-23 099-226-2888

鹿児島 ㈱親和電機 892-0841 鹿児島市照国町12-6 099-226-1272

鹿児島 ㈱協和電気商会 892-0848 鹿児島市平之町12-13 099-225-4233

鹿児島 ㈱大鹿電業 892-0848 鹿児島市平之町8-31 099-224-2131

鹿児島 ㈱伊藤電設 892-0861 鹿児島市東坂元4-14-11 099-247-8288

鹿児島 ㈱中島電器 892-0871 鹿児島市吉野町2506-2 099-244-7000

鹿児島 海江田電機㈱ 896-0011 いちき串木野市大原町69 0996-32-4131

鹿児島 ㈲大興電設 896-0072 いちき串木野市薩摩山13289-1 0996-32-8885

南薩 ㈱中釜電設 897-1124 南さつま市加世田宮原3538-1 0993-53-4102

北薩 ㈱有馬電設 895-0042 薩摩川内市中福良町2115-3 0996-23-6410

北薩 ㈱田原電設 895-0043 薩摩川内市都町7371-4 0996-22-3309

北薩 ㈱福重電工 895-0044 薩摩川内市青山町4089-1 0996-23-3805

北薩 佐藤電機㈱ 895-0052 薩摩川内市神田町3-33 0996-23-3636

北薩 ㈱永留電気工業 895-0055 薩摩川内市西開聞町17-4 0996-22-3967

北薩 ㈱創電工業 895-0065 薩摩川内市宮内町3995-5 0996-23-7407

北薩 ㈲山門電気商会 899-0121 出水市米ノ津町19-20 0996-67-1066

北薩 ㈲出水合同電設 899-0207 出水市中央町1319 0996-62-0676

北薩 ㈱岩﨑電設 899-0212 出水市上知識町90 0996-62-1414

北薩 ㈱太田電機工業所 899-1623 阿久根市港町65-4 0996-73-2800

姶良伊佐 ㈱フノキ電設 899-4315 霧島市国分湊428-2 0995-45-7211

姶良伊佐 今村電気㈱ 899-4321 霧島市国分広瀬4-23-22 0995-46-0532

姶良伊佐 大和電機㈱ 899-4463 霧島市国分下井2297-10 0995-46-6160

姶良伊佐 ㈲技研電業 899-5211 姶良市加治木町新富町256-3 0995-62-2004

姶良伊佐 ㈱カミゾノ電気 899-5241 姶良市加治木町木田4467 0995-62-2441

大隅 ㈱鹿栄電設 893-0014 鹿屋市寿3-4-1 0994-44-5815

大隅 ㈱宇都電設 893-0015 鹿屋市新川町5481 0994-42-5855

大隅 ㈱沢田電設 893-1604 鹿屋市串良町下小原3118-2 0994-63-2078

熊毛 ㈲牧電設 891-3101 西之表市西之表9766 0997-23-2112

熊毛 ㈲テラダ電設 891-3701 熊毛郡南種子町中之上2131 0997-26-0741

大島 高田電気㈱ 894-0025 奄美市名瀬幸町10-1 0997-54-0300

大島 玉野電業㈱ 894-0036 奄美市名瀬長浜町16-14 0997-52-3299

屋久島 ㈱イナモリ 891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田1351-67 0997-43-5328

徳之島 ㈱中央開発 891-7101 大島郡徳之島町亀津7257 0997-83-2544
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