
鹿児島県室内装飾事業協同組合 2015年12月現在

地区 事業所名 〒 所在地 ＴＥＬ

鹿児島 内装ミゾケン 890-0001 鹿児島市千年2丁目13-5 099-228-7688

鹿児島 LC空間 890-0005 鹿児島市下伊数3丁目79-3 099-229-8917

鹿児島 (有)ルームス 890-0005 鹿児島市下伊敷3丁目78-12 099-228-2787

鹿児島 インテリアそのだ 890-0008 鹿児島市伊敷5丁目11 -1 099-229-2021

鹿児島 南日キョーワ(株) 890-0008 鹿児島市伊敷5丁目9-8 099-218-8688

鹿児島 南日創建(有) 890-0012 鹿児島市玉里町2-1 099-239-4818

鹿児島 昭和室内装備(株) 890-0014 鹿児島市草牟田2丁目1-8 099-226-3254

鹿児島 (有)長栄建装 890-0014 鹿児島市玉里団地2丁目24-17 099-226-0881

鹿児島 (株)幸田技建 890-0021 鹿児島市小野3丁目1226 099-229-7717

鹿児島 (株)サンライズ 890-0023 鹿児島市永吉1丁目34-1 099-256-1251

鹿児島 (有)インテリアケイ 890-0025 鹿児島市原良町1829-3 099-253-7693

鹿児島 (有)インテックスインテリア 890-0032 鹿児島市西陵1丁目37-6 099-210-5362

鹿児島 (有)幸和装備 890-0032 鹿児島市西陵一丁目17-18 099-282-1217

鹿児島 (株)新生インテリアデザイン 890-0032 鹿児島市西陵6丁目24-18 099-281-3434

鹿児島 インテリアコムラ(株) 890-0034 鹿児島市田上5丁目58-14 099-252-9005

鹿児島 (株)マツシタデザイン 890-0034 鹿児島市田上5丁目23-1 099-257-5102

鹿児島 (株)三興 890-0035 鹿児島市田上町5281-12 099-264-1111

鹿児島 (有)福岡美装 890-0036 鹿児島市田上台4丁目39ー1 099-264-2985

鹿児島 (有)内装ニッケン 890-0041 鹿児島市城西1丁目5-9 099-250-3811

鹿児島 (有)メゾンインテリア 890-0046 鹿児島市西田3丁目19-5 099-255-8616

鹿児島 (株)南州 890-0046 鹿児島市西田1丁目3-2-401 099-206-2182

鹿児島 (株)鹿児島京都美装 890-0051 鹿児島市高麗町40-34 099-251-0731

鹿児島 (株)鹿児島装飾 890-0067 鹿児島市真砂本町29-4 099-253-3215

鹿児島 長崎装飾 890-0071 鹿児島市三和町47-19 099-285-0126

鹿児島 (株)創ing 890-0082 鹿児島市紫原1丁目14-23 099-254-6060

鹿児島 (有)フクソウ 890-0082 鹿児島市紫原5了目14-17 099-254-3824

鹿児島 (株)エムワイ 891-0104 鹿児島市山田町187-1 099-275-9212

鹿児島 (有)かわうち室内装飾 891-0113 鹿児島市東谷山3丁目31-17 099-268-1412

鹿児島 (株)パース 891-0114 鹿児島市小松原2丁目10-55 099-260-1288

鹿児島 (有)誠工社 891-0115 鹿児島市東開町13-9 099-267-0500

鹿児島 (株)つきの 891-0115 鹿児島市東開町3-120 099-266-2330

鹿児島 (株)久永建装 891-0115 鹿児島市東開町3番地7 099-268-3191

鹿児島 南日本家具工芸(株) 891-0115 鹿児島市東開町13-30 099-269-7111

鹿児島 (有)ヨクラリビング 891-0115 鹿児島市東開町5-6 099-268-2730

鹿児島 (株)伍光 891-0175 鹿児島市山田町2968 099-264-3801

鹿児島 (有)ベステックインテリア 891-1306 鹿児島市牟礼岡1丁目20-1 099-294-8231

鹿児島 (株)九州内装 892-0825 鹿児島市大黒町3-6 099-225-1350

鹿児島 日本工建(株) 892-0841 鹿児島市照国町2-11　天神ビル1F 099-226-1326

鹿児島 インテリアデコレション涼 892-0862 鹿児島市坂元町53-67 099-208-0015
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鹿児島 (有)安田装飾 896-0025 いちき串木野市御倉町162 0996-32-9027

鹿児島 (有)インテリア笑 899-2201 日置市東市来町湯田2178-3 099-274-4699

南薩 薗田内装 890-0056 指宿市太牟礼5ー7-31 0993-24-2935

南薩 福留内装 891-0704 南九州市頴娃町別府1265ー7 0993-38-2648

南薩 インテリアきみの 897-0131 南九州市川辺町上山田1820 0993-57-2025

北薩 (有)インテリア有元 895-0013 薩摩川内市宮崎町3313 0996-25-2751

北薩 (有)新和インテリア 895-0066 薩摩川内市五代町372 0996-22-7700

北薩 (株)マン卜ク内装 895-0066 薩摩川内市五代町2684-2 0996-25-4566

北薩 (有)松永建装 895-0071 薩摩川内市田海町11-52 0996-30-1051

北薩 リフォーム山口 895-1101 薩摩川内市東郷町宍野94-2 0996-42-1797

北薩 横内装飾 899-0206 出水市向江町25-1 0996-62-6116

北薩 (有)井川建装 899-0207 出水市中央町1033 0996-63-2490

北薩 (有)北薩建装 899-1601 阿久根市折口2467 0996-75-2576

北薩 インテリアUD企画 899-1802 薩摩川内市湯田町4420-1 0996-28-0606

北薩 (株)まつもと 899-1922 薩摩川内市小倉町5949ー1 0996-30-2275

姶良伊佐 (有)ナカマル 899-4332 霧島市国分向花町105-1 0995-47-5341

姶良伊佐 (有)近藤内装 899-5105 霧島市隼人町小田1-36 0995-43-0943

姶良伊佐 (有)インテリア安楽 899-5106 霧島市隼人町内山田3丁目13-29 0995-43-3223

姶良伊佐 (有)リビング幸和 899-5112 霧島市隼人町松永1丁目41 0995-43-1660

姶良伊佐 (有)インテりアみさき 899-5421 姶良市東餅田2903-2 0995-66-0297

姶良伊佐 (株)クリーンサービス 899-5652 姶良市平松2227-3 0995-65-4622

姶良伊佐 インテリア野元 899-6507 霧島市牧園町宿窪田2958-1 0995-75-1181

伊佐 総合インテリア創建 895-2511 伊佐市大口里2825-5 0995-22-5948

大隅 (株)サン・インテりア 893-0015 鹿屋市新川町746 0994-41-3040

大隅 (株)空間デザインたにぐち 893-0025 鹿屋市西祓川町509-5 0994-44-8629

大隅 ミヨシ建装(株) 893-0037 鹿屋市田崎町1249-4 0994-43-2441

大島 ひらた室内装飾 894-0622 大島郡笠利町辺留 0997-63-8718

大島 インテリア港崎 891-9111 大島郡和泊町手々知名522-1 0997-92-0123

大島 (有)愛建工業 894-0005 奄美市名瀬佐大熊町17-10 A・Kビル2F 0997-52-4187

大島 名富内外装 894-0008 奄美市名瀬浦上1108-7 0997-53-7986

大島 (有)室内装飾みさ 894-0027 奄美市名瀬末広町1-21 0997-52-0547

大島 (株)上田美研 894-0036 奄美市長浜町17-1 0997-54-0624
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