
広島県特別会員
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

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

082-238-3648 082-238-5922 sakahara.tateki@amefrec.co.jp

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 t37@taisei.ne.jp

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 shiina-hiroyoshi@fujielectric.com

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 Miyazaki-Kazumichi@mellife.co.jp

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 k.doui@takagi-reiki.co.jp

ダイキン工業㈱空調営業本部
　　　　　　　　　　　設備営業部

渡辺 貴彦
〒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 takahiko.watanabe@grp.daikin.co.jp

日立グローバルライフ
　　ソリューションズ㈱中四国支店

山本 裕
〒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 yutaka.yamamoto.bv@hitachi.com

東芝キヤリア㈱中四国支社 蘆田 一 隆
730-0017
広島市中区鉄砲町7-18

082-577-1070 082－221-2640 kazutaka.ashida@glb.toshiba.co.jp

広島市中区
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

㈱ビーテック（理事） 垰田 実
〒730-0051
広島市中区大手町4-5-19

082-245-8511 082-245-3101 info@betech-group.co.jp

㈱ちゅうせき（理事） 年光 好基
〒730-0031
広島市中区紙屋町1-4-4

082-247-2236 082-247-4916 ytoshimitsu@chuseki.co.jp

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

082-511-1110 082-511-1112 yu.kurata@air-kurata.co.jp

㈲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 sankyousetubi@gol.com

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 kisaka@melsanko.co.jp

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

082-231-1231 082-231-7770 ko-saitou@fukusima.co.jp

㈱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 noumi-a.morita@fork.ocn.ne.jp

一般社団法人 広島県冷凍空調工業会　会　員　名　簿 2023.3.20現在
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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 ファクシミリ

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 fuji-matsui@kvd.biglobe.ne.jp

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 nakamura-kimitoshi@hoshizaki.co.jp

㈱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 mituke@dream.ocn.ne.jp

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 kittaka.hiroaki@mec-miyachi.co.jp

ヒロ電総設備 小早川 浩
〒730-0835
広島市中区江波南2-17-27-703

082-501-3051 082-501-3052 郵送

㈲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 techno@k9.dion.ne.jp

㈱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 n-yamane@yamane-r.jp

㈱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 sanko350@sunny.ocn.ne.jp

㈱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 rakurakuservice@cc22.ne.jp

㈲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 info@hotkaden.main.jp

㈱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 jibuki@drive.ocn.ne.jp

㈱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 hassist@pd5.so-net.ne.jp

菱電商事㈱広島事業所
　　　　西日本冷熱システム第二部

山田 英志
〒730-0013
広島市中区八丁堀5-7

082-502-7021 082-227-3926 hideshi-yamada@mgw.ryoden.co.jp

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

082-512-0025 082-221-5552 t_araki@next-1.jp
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広島市西区
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

旭調温工業㈱（監事） 井上 博文
〒733-0007
広島市西区大宮1-27-20

082-237-0201 082-237-5457 h.inoue@asahi-choon.co.jp

㈲阿備工業（理事） 大江 清成
〒733-0851
広島市西区田方2-9-30

082-271-8080 082-273-7563 abikogyo_1010@ccv.ne.jp

㈱三冷社中国支店（理事） 岡田 和裕
〒733-0032
広島市西区東観音町6-18

082-291-8111 082-291-8599 chugoku@sanrei.co.jp

宝物産㈱（理事） 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 nishida@takarabussan.co.jp

㈱中冷（理事） 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 t.moriya72@gmail.com

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

082-232-8221 082-232-8225 eiji@tenma-r.co.jp

㈱アリキ（理事） 福田 光剛
〒733-0803
広島市西区竜王町2-11

082-239-3611 082-239-3612 arikirei@orange.ocn.ne.jp

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

082-554-2442 082-554-0661 mai.nakaya@c-systech.co.jp

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 to-nukina@daieidg.co.jp

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

082-962-4061 082-962-4063 hiragun.ayano@nikku.co.jp

㈱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 m_kimura@kyokutos.co.jp

㈲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 ファクシミリ

㈱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 hiroshima@tokkicoldservice.co.jp

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 bwa38569@nifty.com

三菱電機ビルソリューションズ㈱
　　中国支社ファシリティー部

田代 毅
〒733-0035
広島市西区南観音8-7-14

082-503-2413 082-503-2414 tashiro.tsuyoshi@meltec.co.jp

㈲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 daiichi-air@sky.plala.or.jp

㈲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 billy6389@yahoo.co.jp
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㈱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 okada@renofarm.co.jp

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 k.terada@do9.enjoy.ne.jp

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 tetsuya.satou@grp.daikin.co.jp

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 toyoas.kenta@nifty.com

樋口メンテナンス 樋口 真弘
〒733-0815
広島市西区己斐上3-22-16

090-1337-3215 082-577-8299 higuchimente@hi3.enjoy.ne.jp

広島市南区
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

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

082-262-2351 082-261-3765 takata@skkh.com

㈱大方工業所（理事） 山脇 浩司
〒732-0802
広島市南区大州2-15-8

082-282-4301 082-286-0603 h.yamawaki@okata-k.co.jp

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 ファクシミリ

㈲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 kyoudoureiki_rats@nifty.com

㈱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 kanemasa.egk@heart.ocn.ne.jp

㈱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 miyauchi@h.do-up.com

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 hiroshima@kimukoh.co.jp

㈲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 ii@iisystem.jp

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 main@seiwaonchou.co.jp
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広島市東区
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

㈲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 magu0312@wit.ocn.ne.jp

㈲)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 ファクシミリ

㈲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 r-kougyou@white.megaegg.ne.jp

㈲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 seiyu-masa@nifty.com

㈱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 ファクシミリ

㈱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 creative.inc-510@green.megaegg.ne.jp

広島市安佐南区
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

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

082-849-5761 082-849-5765 kunimoto@ryoshin-ind.co.jp

㈱広島設備開発（理事） 中山 猛
〒731-0123
広島市安佐南区古市1-36－6

082-870-5201 082-870-5202 info@kk-hsk.com

㈱カンネツコーポレーション（監事） 𠮷田  健太郎
〒731-0137
広島市安佐南区山本3-6-8

082-874-6200 082-874-6233 kentaro@kannetsu.jp

㈲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 seiwa@estate.ocn.ne.jp

㈱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 aap48580@blue.ocn.ne.jp

㈲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 ochiaikuuchou@hb.tp1.jp

㈲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 as.hiroshima@snow.megaegg.ne.jp

㈱藤原電化 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 fujihara-ds@silver.megaegg.ne.jp

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 imamuracorp0108@gmail.com

㈲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 info@c-kucho.jp
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㈲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 s.kado@eco-planning-h.com

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 k-oda@hokueisetsubi.jp

㈱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 info@office-pits.co.jp

㈱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 k.manabe@mnb.co.jp

広島市安佐北区
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

㈱空調サービス（理事） 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 ku-cho-service@flute.ocn.ne.jp

ダン環境設備㈱（理事） 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 dks@dankankyo.co.jp

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 ファクシミリ

㈱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 miuratokki@ia3.itkeeper.ne.jp

㈱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 y-yashiki@arrowtec.co.jp

㈲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 misaki@kbd.biglobe.ne.jp

㈲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 yuuactive@akinet.ne.jp

㈲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 sindy51620@outlook.jp

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 hase-net.1122.2003@cocoa.plala.or.jp

㈱木下機設工業 木下 国幸
〒739-1751
広島市安佐北区深川3-16-12

082-841-6850 082-841-6851 k-setubi@kfd.biglobe.ne.jp
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広島市佐伯区
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

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

082-921-2131 082-921-3291 nrk@eos.ocn.ne.jp

リジョー㈱（理事） 柳井 章宏
〒731-5107
広島市佐伯区石内上1-5-1

082-941-2221 082-941-2215 a-yanai@rijo-g.co.jp

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

082-941-7071 082-941-7072 ki_moriwaki@giken-service.co.jp

㈲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 k.osumi@seiwakougyo.net

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 suizu7@ybb.ne.jp

伍光㈱ 石本 快洋
〒731-5124
広島市佐伯区皆賀3-19-3

082-923-1565 082-922-1130 y.ishimoto@gokoudenki.jp

廿日市市
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

㈲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 nakanokouji@dream.ocn.ne.jp

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 sightsystem@ia1.itkeeper.ne.jp

㈲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 m@hausuaircon.co.jp

㈲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 ｔ.yamashita@yamashita-as.co.jp

安芸郡
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

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 chuwakensetsu@hb.tp1.jp

㈱中国日立 内田 直樹
〒735-0029
安芸郡府中町茂陰1-2-10

082-284-1211 082-284-2150 naoki.uchida@chugokuhitachi.co.jp

㈲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 eishinr.966@rapid.ocn.ne.jp

㈲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 takeden@helen.ocn.ne.jp

㈲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 jcia@sweet.ocn.ne.jp
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呉市
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

内外冷熱㈱（理事） 小 島 克 典
〒737-0077
呉市伏原2-8-6

0823-21-4263 0823-24-4001 k-katsunori@themis.ocn.ne.jp

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 mukunoki@asahi201.co.jp

㈱カネユキ 金行 重雄
〒737-0004
呉市阿賀南1-8-17

0823-72-7725 0823-72-7728 norio5552002@yahoo.co.jp

㈱花本冷熱 花本 和志
〒737-0838
呉市西塩屋町9-18

0823-22-9927 0823-22-9927 hanamoto.reinetsu@gmail.com

福山市
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

㈱三共冷熱（理事） 宮本 大輔
〒720-0802
福山市松浜町4-2-22

084-923-1263 084-923-1295 miyamoto-d@sankyo-r.co.jp

㈱三幸社（理事） 棗田 浩成
〒720-0815
福山市野上町3-16-51

084-924-3230 084-924-3908 sanko1@kk-sankosha.co.jp

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

084-945-8732 084-945-8741 eacon@futaba-e.jp

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

084-924-7014 084-923-6263 info@asahi-f.jp

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

084-958-4481 084-958-4491 azuma-reinetu@asahi.email.ne.jp

沖電機㈱ 沖 亮子
〒720-0054
福山市城見町1-3-34

084-922-4495 084-922-4510 okidenki@mx4.tiki.ne.jp

㈱栄工社 唐川 正明
〒720-8515
福山市南町7-27

084-921-3326 084-926-0670 akimori_fujii@eikosha.co.jp

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 office@santoureinetsu.com

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 toareinetu@nifty.com

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 fujii-reinetu@polka.ocn.ne.jp

㈱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 info@masunari-reisetsu.com

㈲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 yuji.hiramae@gmail.com
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㈲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 fukuman-setsubi@energy.ocn.ne.jp

㈱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 bay-system@ninus.ocn.ne.jp

㈱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 sohkan-ha@mx36tiki.ne.jp

㈱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 fujiwara@ftech-service.com

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 ファクシミリ

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 y.yuuji@yoshisetu.co.jp

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

084-944-9780 084-944-9781 air-collect@mirror.ocn.ne.jp

府中市
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

㈲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 fdkkaden@pear.ccjnet.ne.jp

尾道市
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

宮地機工㈱（副理事長） 濱 本 義 樹
〒722-0051
尾道市東尾道9-9

0848-20-2121 0848-20-2126 miyachi.kikoh@gmail.com

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 onorei@amber.plala.or.jp

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 kagitani@mnc-mcc.jp

山陽工業㈱ 髙橋 宏明
〒729-0141
尾道市高須町904

0848-46-1212 0848-47-1217 cad@sanyo-gr.co.jp

三原市
当会に対する

代表者or担当者
所　在　地 電　話 ＦＡＸ 連絡先 E-mail

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

0848-63-0022 0848-60-0313 mamoru@service-center.co.jp

㈲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 seiji@obayshireiki.com

㈲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 isshiki-aircon@triton.ocn.ne.jp
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ニッカ㈱ 木山 浩二
〒729-0474
三原市沼田亜町惣定901-1

0848-66-3691 0848-66-3447 k-kiyama@nikka-ltd.co.jp

オカノ空調設備 岡野 泰久
〒729-0417
三原市本郷南1-11-12

090-8242-6623 0848-86-4552 ファクシミリ
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