
■は役員事業所

広島県特別会員
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ

㈱アメフレック広島営業所 坂原　千樹
〒７３３－０００２
広島市西区楠木町４－８－２９

０８２－２３８－３６４８ ０８２－２３８－５９２２

タイセイ㈱広島営業所 井上　伸行
〒７３４－００２２
広島市南区東雲３－１０－１０

０８２－２８５－７８０１ ０８２－２８２－６４１９

富士電機㈱中国支社食品流通営業課 椎名　巨芳
〒７３０－００２２
広島市中区銀山町１４－１８
富士電機ビル５Ｆ

０８２－５０４－８２０１ ０８２－２４７－７５３０

三菱電機住環境システムズ㈱
中四国支社広島冷熱支店

宮崎　一路
〒７３０－００２２
広島市中区銀山町３－１
ひろしまハイビル２１ ４Ｆ

０８２－５０４－７３５５ ０８２－５０４－７３５６

タカギ冷機㈱広島支店 洞井　幸司
〒７３３－０８３３
広島市西区商工センター４－９－７

０８２－２７７－４３３３ ０８２－２７７－４３７５

ダイキン工業㈱ 木全　雅人
〒７３２－００４５
広島市東区曙４－３－２６
（ダイキンHVACソリューション中四国㈱内）

０８２－５６８－００９５ ０８２－５６８－００９７

日立グローバルライフソリューションズ㈱
中四国支店

林　　哲史
〒７３０－００５１
広島市中区大手町３－２－３１
損保ジャパン広島大手町ビル

０８２－２４０－６１５１ ０８２－２４０－６１８１

広島市中区
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ

㈱ビーテック 垰田　　実
〒７３０－００５１
広島市中区大手町４－５－１９

０８２－２４５－８５１１ ０８２－２４５－３１０１

㈱ちゅうせき 年光　好基
〒７３０－００３１
広島市中区紙屋町１－４－４

０８２－２４７－２２３６ ０８２－２４７－４９１６

㈱クラタコーポレーション 蔵田　勇祐
〒７３０－００１５
広島市中区橋本町７－２７

０８２－５１１－１１１０ ０８２－５１１－１１１２

㈲三協設備 髙畑　正幸
〒７３０－０８３２
広島市中区江波東２－１－２

０８２－２９２－２６６４ ０８２－２９３－９９３５

三光産業㈱ 三宅　弘敬
〒７３０－００５１
広島市中区大手町３－３－３

０８２－２４５－３１３６ ０８２－２４３－０３２４

フクシマガリレイ㈱広島支店 斉藤　孝一郎
〒７３０－０８４７
広島市中区舟入南１－２－１６

０８２－２３１－１２３１ ０８２－２３１－７７７０

㈱能美電機 森田　敦司
〒７３０－００４６
広島市中区昭和町７－７

０８２－２４３－７１３８ ０８２－２４３－７１９６

八洲電機㈱中国支店 森部　輝樹
〒７３０－００５１
広島市中区大手町３－８－１
大手町中央ビル

０８２－２４７－８４１１ ０８２－２４７－７７７４

冨士冷機㈱ 松井　淳一
〒７３０－０８４７
広島市中区舟入南３－３－１６

０８２－２３２－０６２１ ０８２－２３２－０６２２

ホシザキ中国㈱ 大場　則夫
〒７３０－０８５４
広島市中区土橋１－１３

０８２－２９３－９４５１ ０８２－２９３－８９４２

㈱ミツケ商会 見附　信秀
〒７３０－０８３２
広島市中区江波東１－１－４

０８２－２９４－１９１８ ０８２－２９５－５４９６

宮地弘商事㈱ 宮地　信俊
〒７３０－００１７
広島市中区鉄砲町６－１２

０８２－２２１－９３７１ ０８２－２２３－２１２０

ヒロ電総設備 小早川　浩
〒７３０－０８４３
広島市中区舟入本町１４－１４
岡ビル４Ｆ

０８２－５０１－３０５１ ０８２－５０１－３０５２

会員名簿



㈲テクノ 金丸　克己
〒７３０－０８２４
広島市中区吉島新町２－４－１３

０８２－２４１－５４１０ ０８２－２４３－２０５４

㈱山根冷熱 山根　伸也
〒７３０－０８２３
広島市中区吉島西１－２８－２１

０８２－２９８－３４７７ ０８２－２４７－９４８４

㈱三興サービス 藤川　敏数
〒７３０－０８０４
広島市中区広瀬町３－２０

０８２－２９５－１３３２ ０８２－２９５－１３４２

㈱楽々空調サービス 松永　倫寛
〒７３０－０８３１
広島市中区江波西１－６－４３

０８２－５７８－４９３０ ０８２－２９２－１６６０

㈲ホット家電 細谷　豊彦
〒７３０－０８２１
広島市中区吉島町１１－１５－３０４

０８２－９４２－５８００ ０８２－９４２－５８５８

㈱ベン・コーポレーション 小川　　勉
〒７３０－００５１
広島市中区大手町３－１－１１

０８２－２４２－４５９０ ０８２－２４２－４６２２

㈱アシスト 宇都宮　忠直
〒７３０－０８０４
広島市中区広瀬町６-２５

０８２－２９７－７７１０ ０８２－２９７－７７１８

菱電商事㈱広島支社 山田　英志
〒７３０－００１３
広島市中区八丁堀５-７

０８２－５０２－７０２１ ０８２－２２７－３９２６

ネクスト・ワン㈱広島営業所 北山　 　健
〒７３０－００１６
広島市中区幟町１０－１８

０８２－５１２－００２５ ０８２－２２１－５５５２

広島市西区
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ

旭調温工業㈱ 井上　博文
〒７３３－０００７
広島市西区大宮１－２７－２０

０８２－２３７－０２０１ ０８２－２３７－５４５７

㈲阿備工業 大江　清成
〒７３３－０８５１
広島市西区田方２－９－３０

０８２－２７１－８０８０ ０８２－２７３－７５６３

㈱三冷社中国支店 佐々木　鋼一
〒７３３－００３２
広島市西区東観音町６－１８

０８２－２９１－８１１１ ０８２－２９１－８５９９

大栄電業㈱ 貫名　　徹
〒７３３－００３５
広島市西区南観音１－３－３

０８２－２９１－３０３１ ０８２－２３２－９７６９

宝物産㈱ 西田　信行
〒７３３－０８３３
広島市西区商工センター５－３－２

０８２－２７８－００４８ ０８２－２７７－７５９１

㈱中冷 守矢　忠弘
〒７３３－０８３３
広島市西区商工センター８－９－３０

０８２－２７７－５０２１ ０８２－２７７－５０２０

天満冷凍機㈱ 天満　栄至
〒７３３－００１２
広島市西区中広町３－２５－１９

０８２－２３２－８２２１ ０８２－２３２－８２２５

㈱アリキ 福田　光剛
〒７３３－０８０３
広島市西区竜王町２－１１

０８２－２３９－３６１１ ０８２－２３９－３６１２

中国システック㈱ 浅上　克成
〒７３３－０００１
広島市西区大芝２－１４－１０

０８２－５５４－２４４２ ０８２－５５４－０６６１

日本空調サービス㈱中四国支店 白石　一彦
〒７３３－０００３
広島市西区三篠町１－３－１２

０８２－９６２－４０６１ ０８２－９６２－４０６３

㈱極東商会広島営業所 木村　 　充
〒７３３－００３５
広島市西区南観音１－１０－４７

０８２－２９２－５０７１ ０８２－２９１－４１９０

㈲西部空調設備 横山　明興
〒７３３－００３３
広島市西区観音本町２－１０－９

０８２－２３２－６７３３ ０８２－２３２－６７５３

㈱特機コールドサービス 新藤　英治
〒７３３－０８３３
広島市西区商工センター１－６－３７

０８２－５０１－５１００ ０８２－５０１－５２００



広島空調工業㈱ 谷本　祥一
〒７３３－００３５
広島市西区南観音５－２－１４

０８２－２９１－３５４６ ０８２－２９１－３８１４

三菱電機ビルテクノサービス㈱中国支社
ファシリティー部

真弓　卓也
〒７３３－００３５
広島市西区南観音８－７－１４

０８２－２４８－１４５６ ０８２－２４８－１４５７

㈲第一空調メンテナンス 大久保　司
〒７３３－００２５
広島市西区小河内町１－１３－１４

０８２－２９２－２９７１ ０８２－２９２－１９６４

㈲安畑冷機 安畑　利夫
〒７３３－００２１
広島市西区上天満町１０－１２

０８２－２９２－６３８９ ０８２－２９２－６９０９

㈱リノベートファーム 岡田　真規
〒７３３－００１１
広島市西区横川町２－１２－３
広機ビル２階

０８２－９４２－５２６６ ０８２－９４２－５２６５

ティオテック 寺田　浩一
〒７３３－０８１４
広島市西区己斐西町２７－１３－３０２

０８２－２７３－７３７０ ０８２－２７３－７３７９

ダイキンエアテクノ㈱中国支店 佐藤　哲也
〒７３３－０００６
広島市西区三篠北町１－２７

０８２－５３７－０９００ ０８２－５３７－０９０９

東洋エーエス㈱ 森　健太郎
〒７３３－０００１
広島市西区大芝３－１２－１８

０８２－２３８－８４８０ ０８２－２３８－８１５２

広島市南区
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ

山陽空調工業㈱ 淺田　博昭
〒７３２－０８２１
広島市南区大須賀町１９－１３

０８２－２６２－２３５１ ０８２－２６１－３７６５

㈱大方工業所 清田　剛一
〒７３２－０８０２
広島市南区大州２－１５－８

０８２－２８２－４３０１ ０８２－２８６－０６０３

木原設備 木原　留三
〒７３４－００３７
広島市南区霞１－３－７３－２１０

０８２－２５６－３２９８ ０８２－２５６－３４３６

㈲共同冷機 清水　秀満
〒７３２－０８０２
広島市南区大州４－９－２４

０８２－２８１－９１１１ ０８２－２８２－９３２２

㈱兼正冷熱工業 松岡　かずえ
〒７３４－００３７
広島市南区霞町２－７－１３

０８２－２５４－０７７２ ０８２－２５４－０６７７

㈱宮内冷機 宮内　　透
〒７３２－０８１１
広島市南区段原２－１１－１９

０８２－２６１－６２５５ ０８２－２６１－７４７７

木村工機㈱広島営業所 松島　　功
〒７３２－０８２７
広島市南区稲荷町４－１
住友生命広島ビル１３Ｆ

０８２－２６２－５０３９ ０８２－２６２－５１７８

㈲アイアイ・システム 濱田　信幸
〒７３４－００１３
広島市南区出島２－１－２９

０８２－２５０－３１５０ ０８２－２５０－３１７０

成和温調㈱ 丹　　寛明
〒７３２－０８０２
広島市南区大州３－３－１２

０８２－２８２－２２５６ ０８２－２８２－５４２０

広島市東区
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ

㈲ヨシダ設備 吉田　善治
〒７３２－００２９
広島市東区福田７－３３－７

０８２－８９９－８００５ ０８２－８９９－８０７５

㈲)おおにし設備 大西　和弘
〒７３２－００６８
広島市東区牛田新町４－８－１３

０８２－２２０－５９５１ ０８２－２２０－５９５３

㈲アール工業 武田　淑宏
〒７３２－０００２
広島市東区戸坂山根１－２－１

０８２－５２１－５８８６ ０８２－５２１－５８８７

㈲正友空調 木村　正行
〒７３２－００３３
広島市東区温品４－４－２１－１

０８２－２８０－５８３９ ０８２－２８０－５８３９



㈱エコ　プロジェクト 露木　隆裕
〒７３２－００２９
広島市東区福田５丁目１７２０

０８２－８４７－６６０６ ０８２－８４７－６６０７

㈱クリエイティブ 東山　友美
〒７３２－００２９
広島市東区福田８丁目１０－１

０８２－５５７－８９５３ ０８２－５５４－６９６５

広島市安佐南区
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ

菱信工業㈱西部支社 國本　秀行
〒７３１－３１６８
広島市安佐南区伴南２－４－１２

０８２－８４９－５７６１ ０８２－８４９－５７６５

㈱広島設備開発 杉田　　均
〒７３１－０１２３
広島市安佐南区古市１－３６－６

０８２－８７０－５２０１ ０８２－８７０－５２０２

㈲セイワ冷熱 山田　芳正
〒７３１－０１０２
広島市安佐南区川内４－１３－２６

０８２－８７９－１８０８ ０８２－８７９－１８８８

㈱ゆめ空調 濱本　秀和
〒７３１－０１５２
広島市安佐南区毘沙門台２－４２－２１

０８２－９６２－１０３０ ０８２－９６２－１１２３

㈲オチアイ空調 落合　美次
〒７３１－０１５２
広島市安佐南区毘沙門台２－４２－２２

０８２－５５５－５８８０ ０８２－８７９－９３８５

㈲エア・サプライ広島 櫻井　勝彦
〒７３１－０１３６
広島市安佐南区長束西2－19－24－19

０８２－５３７－０７７２ ０８２－５３７－０７７３

藤原電化サービス 藤原　信夫
〒７３１－０１５３
広島市安佐南区安東３－７－１２－３

０８２－８７８－３１８０ ０８２－８７８－３１８０

イマムラコーポレーション 今村　鐘次
〒７３１－０１５３
広島市安佐南区安東７－１１－１１

０８２－９６２－１４５４ ０８２－９６２－１４５５

㈲中国空調工業 花登　義樹
〒７３１－０１３７
広島市安佐南区山本１－２９－１４

０８２－８７４－４８５４ ０８２－８７５－６４２８

㈲エコ・プランニング 門　　賢児
〒７３１－０１０２
広島市安佐南区川内１－１１－２２

０８２－８３１－００８８ ０８２－８３１－００８９

ホクエイ設備工業㈱ 小田　克仁
〒７３１－０１０３
広島市安佐南区緑井８－３－６

０８２－８７９－７７０４ ０８２－８７９－７７０５

㈱オフィスコーポレーション 栗栖　　猛
〒７３１－０１０３
広島市安佐南区緑井３－１４－６

０８２－８７６－３１３１ ０８２－８７６－３１３０

㈱エムエヌビー 真鍋　耕司
〒７３１－０１０２
広島市安佐南区川内１－１２－４３

０８２－２２５－８６４２ ０８２－２２５－８６４３

㈱カンネツコーポレーション 吉田健太郎
(吉の上の部分は土)

〒７３１－０１３７
広島市安佐南区山本３－６－８

０８２－８７４－６２００ ０８２－８７４－６２３３

広島市安佐北区
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ

㈱空調サービス 阿部　貴志
〒７３９－１７３３
広島市安佐北区口田南２－８－１１

０８２－８４２－１１８１ ０８２－８４２－１１５０

ダン環境設備㈱ 檀上　敏郎
〒７３９－１７５２
広島市安佐北区上深川町２４４－１

０８２－８４０－１３１１ ０８２－８４０－１３１２

大勝産業 勝　　岳彦
〒７３１－０２３１
広島市安佐北区亀山８－１５－３９－３

０８２－８１４－８８１２ ０８２－８１４－８８１２

㈱三浦特機 三浦　　寛
〒７３９－１７３１
広島市安佐北落合２－７－１６

０８２－８４７－３６６２ ０８２－８４７－３６６５

㈱アローテック 矢舗　弘昭
〒７３９－１７５１
広島市安佐北区深川７－３２－１２

０８２－８４７－４６５５ ０８２－８４７－４６５６



㈲ミサキ 三崎　啓治
〒７３９－１７５１
広島市安佐北区深川２－２７－２４

０８２－８４１－０７７０ ０８２－８４１－０７７１

㈲アクティブ 西原　弘孝
〒７３１－０２３１
広島市安佐北区亀山４－１９－１１

０８２－８１９－３６５１ ０８２－８１９－３６５２

㈲向井空調サービス 原　　真志
〒７３９－１７５１
広島市安佐北区口田南２－２６－７

０８２－８４５－７４４１ ０８２－８４５－７４４１

長谷川空調 長谷川　将幸
〒７３１－３３６１
広島市安佐北区あさひが丘３－２６－２１

０８２－８３８－０３３６ ０８２－８３８－０３３６

㈲木下設備 木下　国幸
〒７３９－１７５１
広島市安佐北区深川３－１６－１２

０８２－８４１－６８５０ ０８２－８４１－６８５１

広島市佐伯区
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ

日本冷熱工業㈱ 渡邉　康介
〒７３１－５１２７
広島市佐伯区五日市７－８－１９

０８２－９２１－２１３１ ０８２－９２１－３２９１

リジョー㈱ 柳井　章宏
〒７３１－５１０７
広島市佐伯区石内上１－５－１

０８２－９４１－２２２１ ０８２－９４１－２２１５

技研サービス㈱中国営業所 森脇　公博
〒７３１－５１０９
広島市佐伯区石内北５－４－８

０８２－９４１－７０７１ ０８２－９４１－７０７２

㈲成和工業 大隅　和成
〒７３１－５１１５
広島市佐伯区八幡東２－１２－１７

０８２－９２８－９９０３ ０８２－９２７－４８２０

スイズ空調サービス 水津　　学
〒７３１－５１１５
広島市佐伯区八幡東４－４２－７

０８２－９２７－８１３０ ０８２－９２８－８１３０

廿日市市
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ

㈲中野工事 中野　弘司
〒７３８－００６０
廿日市市陽光台５－８－１４

０８２９－３８－５６１８ ０８２９－３８－５６１６

サイトシステム 髙橋　宏彦
〒７３９－０４０４
廿日市市大野３４２－６

０８２９－５６－３８５１ ０８２９－５６－３８６１

㈲ハウスエアコン 水本　隆司
〒７３８－００３４
廿日市市宮内４５０１－１１

０８２９－３７－２３４０ ０８２９－３７－２３０３

㈲山下エアコンサービス 山下　忠士
〒７３８－００２６
廿日市市上平良２０２－１

０８２９－３０－３３１５ ０８２９－３０－３３１６

安芸郡 所在地 電　話 ＦＡＸ

中和建設工業㈱ 森　登志暁
〒７３５－００２９
安芸郡府中町茂陰２－４－４

０８２－２８１－０９８３ ０８２－２８１－０９７８

㈱中国日立 猪俣　　拡
〒７３５－００２９
安芸郡府中町茂陰１－２－１０

０８２－２８４－１２１１ ０８２－２８４－２１５０

㈲栄進冷機 斉藤　慶治
〒７３６－００３４
安芸郡海田町月見町９－６６

０８２－８２２－０１２１ ０８２－８２２－０１５４

㈲竹中電機 竹中　鉱一郎
〒７３５－００２５
安芸郡府中町鹿籠１－２０－１９
タケデンビル１Ｆ

０８２－２８４－２２８７ ０８２－２８４－４６１７

㈲ジェー・シー・アイエー 小畠　次則
〒７３５－００２９
安芸郡府中町茂陰２－２－１８

０８２－５１０－５６１７ ０８２－５１０－５６１８

呉市
当会に対しての
代表者・担当者

所在地 電　話 ＦＡＸ



内外冷機㈱ 小島　克典
〒７３７－００７７
呉市伏原２－８－６

０８２３－２１－４２６３ ０８２３－２４－４００１

旭電機商亊㈱ 市川　順一
〒７３７－０９０２
呉市焼山此原町２０－１

０８２３－３３－１８８８ ０８２３－３３－０２２５

㈱カネユキ 金行　重雄
〒７３７－０００４
呉市阿賀南１－８－１７

０８２３－７２－７７２５ ０８２３－７２－７７２８

㈱花本冷熱 花本　和志
〒７３７－０８３８
呉市西塩屋町９-１８

０８２３－２２－９９２７ ０８２３－２２－９９２７

福山市
当会に対しての
代表者・担当者

電　話 ＦＡＸ

㈱三共冷熱 宮本　大輔
〒７２０－０８０２
福山市松浜町４－２－２２

０８４－９２３－１２６３ ０８４－９２３－１２９５

㈱福山冷機 石井　秀政
〒７２０－０８１８
福山市西桜町２－３－４

０８４－９２４－２３４５ ０８４－９２５－５１２２

㈱三幸社 棗田　浩成
〒７２０－０８１５
福山市野上町３－１６－５１

０８４－９２４－３２３０ ０８４－９２４－３９０８

旭調温工業㈱福山支社 伊藤　　亮
〒７２１－０９６６
福山市手城町４－２３－２２

０８４－９２４－７０１４ ０８４－９２３－６２６３

㈱ＡＺＵＭＡ 富田　　實
〒７２０－１２６５
福山市芦田町向陽台２０００－４７

０８４－９５８－４４８１ ０８４－９５８－４４９１

沖電機㈱ 沖　　亮子
〒７２０－００５４
福山市城見町１－３－３４

０８４－９２２－４４９５ ０８４－９２２－４５１０

㈱栄工社 唐川　正明
〒７２０－８５１５
福山市南町７－２７

０８４－９２１－３３２６ ０８４－９２６－０６７０

三東冷熱㈱ 福永　大作
〒７２１－０９２６
福山市大門町４－１８－６－１

０８４－９４１－５００２ ０８４－９４１－１９４４

東亜冷熱㈱ 藤井　宣丈
〒７２１－０９２７
福山市大門町津之下５６９

０８４－９４１－３８９７ ０８４－９７１－８４５５

藤井冷熱工業 藤井　　誠
〒７２１－０９０７
福山市春日町６－２８－３

０８４－９７１－６８２６ ０８４－９７１－６８２７

㈱増成冷設工業 増成　洋光
〒７２０－０８２３
福山市千代田町２－３－３

０８４－９５３－３２３０ ０８４－９５３－４０５４

㈲シンエイ空調 平前　有史
〒７２１－０９１３
福山市幕山台１－１－３６

０８４－９７１－５１３９ ０８４－９４７－２７２０

㈲福万設備工業 森野　勝也
〒７２０－１１３１
福山市駅家町万能倉５８２－１２

０８４－９７６－５１５６ ０８４－９８３－０２８８

㈱ベイ・システム 村上　俊吾
〒７２１－０９６４
福山市港町１－６－２３

０８４－９２４－３３２５ ０８４－９２４－３３２６

㈱ソーカン 荒金　弘幸
〒７２１－０９７３
福山市南蔵王町４－８－３７

０８４－９２４－９５８７ ０８４－９２４－９５８２

㈱エフテックサービス 藤原　博史
〒７２１－０９７３
福山市南蔵王町３－１１－３０

０８４－９２０－０３１６ ０８４－９２０－０３１７

ＴＡＫＡ空調設備㈱ 山邊　隆雄
〒７２１－０９７４
福山市東深津町２－８－１３

０８４－９２６－８５１５ ０８４－９２６－８５１５

ヨシハラ設備㈱ 吉原　勇次
〒７２０－２１２２
福山市神辺町新湯野７２－９

０８４－９６２－５０９２ ０８４－９６５－６１２１



㈱Ａｉｒ　Ｃｏｌｌｅｃｔ 末広　雄一郎
〒７２０－００１７
福山市千田町２－１２－１９

０８４－９４４－９７８０ ０８４－９４４－９７８１

双葉空調㈱ 佐藤　　　　護
〒７２１－０９６２
福山市東手城町３－３４－２４

０８４－９４５－８７３２ ０８４－９４５－８７４１

府中市
当会に対しての
代表者・担当者

電　話 ＦＡＸ

㈲府中電機工業所 西原　俊行
〒７２６－０００２
府中市鵜飼町５９２

０８４７－４５－４３９１ ０８４７－４５－４３８３

尾道市
当会に対しての
代表者・担当者

電　話 ＦＡＸ

宮地機工㈱ 濱本　義樹
〒７２２－００５１
尾道市東尾道９－９

０８４８－２０－２１２１ ０８４８－２０－２１２６

尾道冷熱サービス㈱ 二宮　宏太郎
〒７２９－０１４１
尾道市高須町４８３６－１８

０８４８－４６－６１８８ ０８４８－４６－６１８７

ヨシダ空調サービス 吉田　　準
〒７２２－００６２
尾道市向東町９２２４－７

０８４８－４４－１７１７ ０８４８－４４－１７１７

宮地ナショナル㈱ 宮地　宏明
〒７２２－００５１
尾道市東尾道１１－２３

０８４８－２０－２２１１ ０８４８－２０－３６３４

山陽工業㈱ 髙橋　宏明
〒７２９－０１４１
尾道市高須町９０４

０８４８－４６－１２１２ ０８４８－４７－１２１７

三原市
当会に対しての
代表者・担当者

電　話 ＦＡＸ

㈱サービスセンター 伊達　　 護
〒７２３－００１６
三原市宮沖５－８－２４

０８４８－６３－００２２ ０８４８－６０－０３１３

㈲大林冷機 大林　聖司
〒７２３－０００３
三原市中之町１－２４－３６

０８４８－６３－３８４７ ０８４８－６４－９６９５

㈲小江冷機 小江　勝久
〒７２９－０４１７
三原市本郷町本郷南１－１１－２

０８４８－８６－４５５２ ０８４８－８６－４５５２

㈲一色空調 一色　和志
〒７２３－０１４１
三原市沼田東町両名６４１－２

０８４８－６６－５９５１ ０８４８－６６－５９５２

ニッカ㈱　広島工場 村上　泰一
〒７２９－０４７４
三原市沼田亜町惣定９０１－１

０８４８－６６－３６９１ ０８４８－６６－３４４７


