
登録承認番号 製作・供給 登録年月日 会社名１ 会社名２ 主な品名 製品名 代表者名 住所１ ＴＥＬ 担当者名 担当所属 担当連絡先

1 製作者 H20.10.24 (株)多久製作所 レンタル配管 TCR 南里　保 東大阪市長田東2丁目2番1号　木村第一ビル 06-6746-4620 原　利之 九州支店 0952-76-3511

2 製作者 H20.10.24 (株)清水鐵工所 仕切弁・空気弁 清水　克己 彦根市安清町4-16 0749-22-2551 尾本　浩司 本社営業部 090-4307-4772

3 製作者 H20.10.29 (株)川西水道機器 九州営業所 特殊継手類 ネオＳＫストップリング 楠瀬　博 福岡市博多区那珂3-2-20 092-411-7811 中川　孝則 九州営業所 092-411-7811

5 製作者 H20.12.10 前澤工業（株） 九州支店 仕切弁・空気弁 近藤　融 福岡市博多区天神三丁目4-7 092-771-0381 立石　一敏 九州支店 092-771-0381

6 製作者 H20.12.12 前田バルブ工業㈱ 九州営業所 サドル付分水栓・止水栓・継手・青銅製仕切弁 前田康雄 福岡市博多区西月隈3丁目3番66号 092-474-8818 山本　人志 九州営業所 090-8227-4627

7 製作者 H20.12.12 三報ゴム㈱ 水道ゴム製品 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ・埋設管用標識ｼｰﾄ・水道管用表示ﾃｰﾌﾟ 大熊　正和 中央区日本橋小伝馬町2番4号 03-3663-8941 坂本　光雄 営業部　第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 03-3663-8941

8 製作者 H21.01.07 栗本商事㈱ 九州支店 サドル付分水栓・止水栓・継手・青銅製仕切弁 長木　富茂 福岡市博多区博多駅東1丁目13番9号博多駅東113ﾋﾞﾙ5F 092-432-0246 長木　富茂 九州支店長 090-2701-6050

9 製作者 H21.01.07 大成機工㈱ 九州支店 特殊押輪・ストッパー 矢野　裕史　 大阪市北区梅田1-1-3-2700 066-344-7771 笠　茂孝 九州支店次長 092-481-0026

10 製作者 H20.12.22 積水化学工業㈱ 九州支店 配水用ポリエチレン管 小熊　良明 福岡市博多区店屋町1-35 092-271-1314 小野　健司 九州支店 092-271-1342

11 製作者 H21.01.22 日之出水道機器㈱ 北九州営業所 鋳鉄製弁栓鉄蓋 緒方　源太 北九州市小倉北区砂津1丁目5番34号 093-551-6151 高田 北九州営業所 093-551-6151

12 製作者 H21.01.22 コスモ工機㈱ 不断水弁 加藤　正明 港区新橋2-16-1-701 03-3503-8838 川原　佳充 九州支店 092-621-2101

13 製作者 H21.01.29 木本機器工業㈱ 量水器ボックス 木本　高夫 大分市大字竹中404-1 097-597-1011 木本　誠 097-597-1011

14 製作者 H21.01.14 多木化学㈱ 福岡営業所 ポリ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ PAC 多木　隆元 北九州市若松区安瀬64-70 093-761-0277 松野　真吾 福岡営業所 093-761-0277

15 製作者 H21.01.16 クボタシーアイ㈱ 九州支店 PE管・塩ビ管・継手 伊澤　宣夫 大阪市浪速区敷津東１丁目２番４７号 092-473-2453 河野　達也 九州支店 092-473-2453

16 供給者 H21.02.05 千代田興産㈱ 電気工事、電気通信工事 谷川　進 福岡市中央区白金2-5-16 首藤浩治 大分営業所 097-532-0925

17 製作者 H21.02.05 ㈱栗本鐵工所 九州支店 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管･ﾊﾞﾙﾌﾞ類 福井　秀明 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１２番１９号 06-6538-7731 村松一将 九州支店ﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ 092-4512-6623

18 製作者 H21.02.10 ㈱トミス 鋳鉄製弁栓鉄蓋 戸簾　俊久 渋谷区代々木2-15-5 03-3370-6104 山崎　誠司 福岡営業所 092-482-1272

19 製作者 H21.02.10 日立金属㈱ 九州支店 配水用ポリエチレン管 栗田　廣和 港区芝浦1丁目2番1号 03-5765-4000 福田 九州支店 092-432-8603

20 製作者 H21.02.10 ミクニプラスチックス㈱ レジンコンクリート製ボックス 田中　高好 大阪市淀川区十八条3-14-17 06-6395-4011 山岡　亮二 090-7558-0836

21 製作者 H21.02.16 ㈱ダイモン 仕切弁・消化栓鉄蓋・量水器ボックス 福嶋　浩 防府市佐波 0835-22-0248 国桝　明徳 090-1015-3174

22 製作者 H21.02.23 ㈱クボタ 九州支社 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管･ﾊﾞﾙﾌﾞ類 益本　康男 大阪市浪速区敷津東１丁目２番４７号 06-6648-2111 村橋　慎一 九州支社 092-473-2431

23 製作者 H21.03.10 前澤給装工業（株） 九州営業所 サドル付分水栓・止水栓・継手 岡崎　一朗 福岡市博多区博多駅東２丁目１３－３４ 092-472-7341 鈴木 九州営業所 092-472-7341

24 製作者 H21.03.03 サンエス護謨工業㈱ 九州支店 水道用ゴム輪・埋設シート・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 寺島　章公 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目1番33号 06-6942-5681 石井　剛 九州支店　係長 092-626-8300

25 製作者 H21.03.03 ㈱清水合金製作所 九州営業所 水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁・水道用地下式消火栓・空気弁 和田　正憲 彦根市東沼波町928番地 0749-23-3131 田中　大貴 九州営業所 0942-82-8226

26 製作者 R03.06.14 ㈱ハズ 九州営業所 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管･ﾊﾞﾙﾌﾞ類 犬塚　宣明 西尾市寺津町五十間南１番地２ 0563-59-6660 久保園　錦 九州営業所 092-451-6590

27 製作者 H21.03.30 クロダイト工業㈱ 福岡営業所 特殊押輪・特殊継手 黒田　昌司 碧南市羽根町４丁目58番地 0566-41-2151 吉武　博志 福岡営業所 092-731-8224

28 製作者 H21.03.31 日本鋳鉄管㈱ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 秋田　眞次 中央区築地二丁目12番10号 03-3546-7671 福田　章之 九州支社 092-282-0201

29 製作者 H21.06.02 柏原計器工業㈱ 水道メーター 三浦　秀司 柏原市本郷5丁目3－29 072-973-0601 向江　由佳 072-973-0602

30 製作者 H21.06.02 旭有機材工業㈱ 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 左次　洋一 延岡市中の瀬町２丁目５９５５番地 嘉藤　政俊 寒剤システム事業部延岡製造所　品質管理部 0982-35-9380

31 製作者 H21.06.02 ヨツギ㈱ ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ・埋設管用標識ｼｰﾄ・水道管用表示ﾃｰﾌﾟ 代継　直人 大阪市西区立売堀4-5-21 06-6532-0161 小畠　大地 九州支店 092-526-6111

32 製作者 H21.06.02 ㈱日邦バルブ 止水栓 サドル分水栓 岩原　徹 松本市大字笹賀３０４６番地 0263-58-2705 松本　匡包 090-7229-6846

33 製作者 H21.06.02 アロン化成㈱ 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管・継手 濱田　孝 品川区東五反田1-22-1五反田ANビル 03-5420-1141 石井　宏典 092-741-1412

34 製作者 H21.06.02 ㈱タブチ 給水装置関係資材 田渕　宏政 大阪市平野区瓜破南２丁目１番５６号 06-6708-0150 池田　竜治 福岡支店 092-441-8421

35 製作者 H21.06.02 角田鉄工㈱ 水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁・水道用消火栓・空気弁 角田　孝幸 彦根市日夏町２７８９番地 0749-25-2500 宇治郷　耕司 九州営業所 092-571-3300

36 製作者 H21.06.02 宇部興産㈱ 希硫酸 田村　浩章 宇部市相生町8-1 0836-31-4436 久永　光範 九州駐在 092-781-0115

37 製作者 H21.06.02 住友金属工業㈱ 九州支社 鋼管類 　 友野　宏 中央区晴海１丁目８番１１号 03-4416-6111 中田　等 九州支社 092-431-3963

38 製作者 H22.10.27 三菱樹脂㈱ 九州支社 PE管・塩ビ管・継手 石原　澄 博多区上川端町12-20ふくぎん博多ﾋﾞﾙ 092-262-5273 森本　行政 九州支社 092-262-5273

39 製作者 H23.11.09 ㈱岡本 九州営業所 ダクタイル鋳鉄異形管 高橋　泰生 博多区東比恵2丁目20-1 092-411-7351 上床　景久 九州営業所 092-411-7351

40 製作者 H24.12.25 タイヨージョイト㈱ 特殊管継手 タイヨージョイト 松井　健太郎 北九州市門司区浜町１２番２１号 093-32-4085 井手脇　陽一 080-8353-7003

41 製作者 H24.12.25 協和工業㈱ 仕切弁、消火栓、空気弁、補修弁 カマンエア 清水　重信 滋賀県東近江市小田刈町１７９０番地 0749-45-0561 宇野　洋紀 090-2047-0394

42 製作者 H25.5.17 村精鋳工株式会社 福岡営業所 ダクタイル鋳鉄異形管 村田　美恵子 埼玉県川口市青木２－７－３７ 048-251-6861 片岡　隆 福岡営業所 080-8493-5708

43 製作者 H26.12.2 山岡鉄管株式会社 福岡営業所 ダクタイル鋳鉄異形管 山岡　孝治 広島県東広島市黒瀬町川角305番地 0823-82-3211 宮田 九州営業所 092-292-9277

44 製作者 H27.9.18 （株）SDC田中 ステンレス六角ボルト、ステンレス六角ナット 田中　信一 大阪市住吉区帝塚山中1丁目10番6号 06-6672-3701 佐々　聖 06-6672-3701

45 製作者 H27.9.18 シーケー金属株式会社 福岡営業所 継手類（鉄管・鋼管・ステンレス管等） 釣谷　宏行 富山県高岡市守護町２－１２－１ 0766-22-4604 清澤 福岡営業所 092-433-3057

46 製作者 H28.12.22 前澤化成工業㈱九州支店 福岡営業所 メーターボックス 内田　茂生 福岡県福岡市中央区大手門2-3-11　ＨＴＣリベルテ大手門ビル 092-761-0194 藤井　大輔 福岡営業所 080-6713-6665


