
平成29年12月31日現在

事　業　者　名 住　所 電　話　番　号

《久留米市内の工事店》

【合川町】 7社

久留米水道サービス(株) 久留米市合川町1237 0942-44-0571

(株)平山工務店 久留米市合川町1541-3 0942-34-3625

(株)高木組 久留米市合川町156番地の8 0942-43-6605

久留米市管工事協同組合 久留米市合川町北屋敷1898-7 0942-35-5515

(有)高弘建設 久留米市合川町1136番地の1 0942-43-1797

マルセン工業(株) 久留米市合川町1237 0942-41-8020

(株)アンシー 久留米市合川町46-3 0942-27-5139

【荒木町】 12社

藤吉設備(株) 久留米市荒木町荒木1981-2 0942-26-2205

(有)リバブル 久留米市荒木町荒木549-14 0942-27-2563

ｱｽﾄﾓｽﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ(株)　九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ 久留米市荒木町荒木1977-1 0942-27-2113

(株)九電工久留米営業所 久留米市荒木町荒木374-1 0942-27-3388

(株)時里組 久留米市荒木町今222番地の1 0942-26-7788

セブンガス燃料(株) 久留米市荒木町下荒木994-2 0942-26-3947

(株)井上工業 久留米市荒木町白口2398-1 0942-27-2300

ソンダ設備 久留米市荒木町白口454-2 0942-26-6007

(株)福井設備 久留米市荒木町下荒木541-1 0942-26-7111

(株)福子建設 久留米市荒木町白口2076-1 0942-27-1228

(株)大成 久留米市荒木町藤田1412-1 0942-27-9999

福栄 久留米市荒木町白口2076-1 0942-27-2378

【梅満町】 4社

英技研 久留米市梅満町1127番地3 0942-35-5530

東洋設備(有) 久留米市梅満町1581番地の1 0942-34-8732

(有)松雪重設 久留米市梅満町1638-1 0942-39-3551

(株)一新工業久留米支店 久留米市梅満町1567 0942-32-1716

【江戸屋敷】 1社

長野水道 久留米市江戸屋敷1丁目14番65号 0942-32-3880

【大石町】 3社

(有)久留米ガスサービスショップ 久留米市大石町15-2 0942-39-2402

坂田住工 久留米市大石町344-3 0942-65-6436

井樋建設(株) 久留米市大石町570番地の2 0942-33-7371

【大橋町】 3社

園木住宅設備 久留米市大橋町合楽490 0942-47-1702

久留米設備センター 久留米市大橋町常持1145-5 0942-47-0264

(株)日進開発工業 久留米市大橋町常持28番地の6 0942-47-3450

【上津】 9社

(株)ユニテック 久留米市上津町2125番地165 0942-27-8252

(有)エヌ・エス設備 久留米市上津町2192-610 0942-21-6112

(株)豊栄工業 久留米市上津町2385番地26 0942-22-0053

(株)久栄工業 久留米市上津町2152-1 0942-22-2310

幸設備 久留米市上津町2049-6 0942-48-9200

(株)ユーズ 久留米市上津町2192-877 0942-22-1882

セイコウ設備 久留米市上津町2228-801 0942-21-7504

(株)マルケン 久留米市上津町94-2 0942-48-1105

(株)みずおと 久留米市上津1丁目29-32-1 0942-65-3530

【草野町】 4社

若宮工業 久留米市草野町吉木2485-2 0942-47-0757

大建設(株) 久留米市草野町矢作261番地 0942-47-2738

(有)耳納建設 久留米市草野町矢作287番地の1 0942-47-4770

山口設備（株） 久留米市草野町吉木1356-3 0942-47-1828

【高良内町】 12社

(株)案納工務店 久留米市高良内町4337-10 0942-21-7857

大寿建設 久留米市高良内町4165-60 0942-43-5979

才所設備工業 久留米市高良内町3292-1 0942-44-6624

(株)小椎尾組 久留米市高良内町3772番地の1 0942-43-0196

(株)梅野工務店 久留米市高良内町2944-81 0942-44-4181
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(有)竹島設備 久留米市高良内町2950番地の12 0942-43-9390

高牟礼住宅設備 久留米市高良内町2556番地24 0942-45-1285

(株)太陽住設 久留米市高良内町2624-8 0942-45-2511

伊東建設(株) 久留米市高良内町1675-1 0942-44-0890

タカツキ空調 久留米市高良内町1175-2 0942-45-4187

(株)大石土木 久留米市高良内町422 0942-43-7408

中野設備 久留米市高良内町208-1 0942-44-4589

【小頭町】 1社

(有)古川工業 久留米市小頭町5-23 0942-32-8627

【国分町】 4社

三陽ガステック(株) 久留米市国分町1430-13 0942-21-7370

(株)クスコ 久留米市国分町1648番地の7 0942-21-0021

(株)エトウ組 久留米市国分町34番地の11 0942-43-3328

(株)橋爪土木 久留米市国分町828-4 0942-21-1530

【城南町】 1社

(株)仲組 久留米市城南町8番地の50 0942-32-7026

【諏訪野町】 1社

第三設備工業(株) 久留米市諏訪野町1850-1 0942-33-4804

【青峰】 1社

(有)ＳＴ工業 久留米市青峰1丁目9番7号 0942-44-7956

【瀬下町】 1社

北丈設備 久留米市瀬下町200-3 0942-65-8541

【善導寺町】 9社

(株)向江組 久留米市善導寺町飯田1136番地の5 0942-47-1082

丸山管工事(株) 久留米市善導寺町飯田1311-1 0942-47-5275

(有)光設備工業 久留米市善導寺町飯田783-2 0942-47-1717

(株)太田工務店 久留米市善導寺町飯田380番地8 0942-47-3087

耳納設備 久留米市善導寺町与田181-10 0942-47-2600

(株)久富組 久留米市善導寺町与田260番地 0942-47-1012

トヨダ設備 久留米市善導寺町飯田766-3 0942-47-1013

(株)花岡設備 久留米市善導寺町飯田398-1 0942-47-5565

リョウケン工業（株） 久留米市善導寺町飯田1254-2 0942-47-5325

【大善寺】 3社

(株)毛利土建 久留米市大善寺町夜明414番地 0942-27-1115

(有)Ｌワイズ 久留米市大善寺南1丁目29番23号 0942-27-0927

竜貴設備 久留米市大善寺町宮本41-5 0942-26-5587

【太郎原町】 1社

(株)野村設備 久留米市太郎原町302 0942-45-3139

【津福今町】 1社

(株)藤岡建設 久留米市津福今町205番地2 0942-38-1189

【津福本町】 6社

ガスショップセイブル 久留米市津福本町1693-10 0942-37-3323

(有)北島工業所 久留米市津福本町1779-4 0942-32-2823

(株)アイコーホームサービス 久留米市津福本町853番地の1 0942-34-7777

(株)城関 久留米市津福本町2056-5　 0942-35-6016

オフィス　かよ設備設計 久留米市津福本町75番地15 0942-39-2732

(株)みらい建設 久留米市津福本町2056-1 0942-65-5831

【天神町】 1社

(有)ヤマト建設 久留米市天神町101番地 0942-46-3800

【長門石】 3社

(有)タク設備システム 久留米市長門石2丁目11番43号 0942-31-5963

(有)祐徳住設 久留米市長門石2丁目2-1 0942-32-3235

中原工業 久留米市長門石2丁目10-2 0942-35-5822

【縄手町】 1社

(株)松隈工務店 久留米市縄手町364 0942-32-7227

【西町】 1社

(有)岡組 久留米市西町1044番地12 0942-34-7608

【野中町】 3社

(株)国益 久留米市野中町140-15 0942-43-1251

高山興業 久留米市野中町448番地4 0942-44-5401

(株)和泉オークス 久留米市野中町1055-1 0942-32-5769
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【原古賀町】 1社

(株)安徳設備 久留米市原古賀町25-17 0942-34-6523

【東合川】 12社

江渕設備（株） 久留米市東合川新町4-40 0942-44-7515

(株)古川工務店 久留米市東合川1丁目5-8 0942-45-2277

(株)佐田土木 久留米市東合川9丁目16番50号 0942-43-0635

荒木設備工業 久留米市東合川9丁目5-25 0942-43-4898

(株)古賀住設 久留米市東合川5丁目6-29 0942-44-8880

(有)ダイユー空調産業 久留米市東合川3丁目15番38号 0942-43-2341

フジクリーン久留米(株) 久留米市東合川3丁目3-6 0942-44-4777

(株)ユニイチ 久留米市東合川4丁目9-25 0942-45-3033

辻水道工事店 久留米市東合川町403-2 0942-43-1768

(株)ハツダ設備 久留米市東合川8丁目4-7 0942-44-0879

浩真住設 久留米市東合川町75-1 0942-45-6333

三菱電機システムサービス(株) 久留米市東合川新町7-20 0942-45-2661

【東櫛原町】 2社

(株)坂田ガス住設 久留米市東櫛原町283 0942-32-5410

東部管工事 久留米市東櫛原町283-2 0942-35-6998

【東町】 1社

久留米住宅設備 久留米市東町514-1-3F 0942-65-7289

【藤光町】 2社

(有)藤光建設 久留米市藤光町925-194 0942-27-3991

緒方設備 久留米市藤光町924-6 0942-26-5724

【藤山町】 5社

信成建設(有) 久留米市藤山町1022番地 0942-21-6140

(株)永幸建設 久留米市藤山町1-1 0942-21-4520

(株)中村組 久留米市藤山町670-2 0942-22-3426

小村設備 久留米市藤山町701-11 0942-21-7515

(株)森山設備工業 久留米市藤山町1596番地4 0942-48-5344

【蛍川町】 1社

(株)美喜設備 久留米営業所 久留米市蛍川町54-4床島ビル301号 090-1924-7275

【御井】 6社

杉村設備 久留米市御井町2139-6 0942-43-2576

(株)大久保建設 久留米市御井町2436-7 0942-43-1629

(株)西日本工機 久留米市御井町217 0942-65-6790

(株)加月組 久留米市御井町1973番地1 0942-44-2283

コンテック(株) 久留米市御井旗崎5丁目2番5 0942-45-7773

(株)中央建設工業 久留米市御井町2436番地1 0942-43-3111

【南】 2社

環境設計久留米 久留米市南3丁目9-14 0942-80-3705

植田管工設備(株) 久留米市南4丁目29-22 0942-21-8304

【宮ノ陣】 8社

(株)豊福組 久留米市宮ノ陣6丁目12-40 0942-33-3067

半田工業(株) 久留米市宮ノ陣2丁目5番5号 0942-39-1110

(株)佐電工久留米営業所 久留米市宮ノ陣4丁目29番11号 0942-39-7866

(株)矢野設備 久留米市宮ノ陣2丁目6番26号 0942-39-2218

タツミ建設(株) 久留米市宮ノ陣町八丁島150番地の2 0942-34-0225

小林設備 久留米市宮ノ陣町八丁島1745 0942-33-7546

(株)廣田組 久留米市宮ノ陣町八丁島90番地1 0942-38-5837

(株)近藤建設 久留米市宮ノ陣町若松1949-1 0942-39-8773

【安武町】 9社

(株)大栄設備 久留米市安武町住吉1116-102 0942-27-0739

上野土木 久留米市安武町武島191-7 0942-26-4443

オーサム設備(有) 久留米市安武町武島3927-2 0942-26-0661

帆柱総合設備久留米営業所 久留米市安武町武島2062-2 0942-26-7562

協栄住設工業(株) 久留米市安武町安武本1683-1 0942-51-3358

(有)エース工業 久留米市安武町安武本2729-7 0942-26-0221

井原水道 久留米市安武町安武本2885-1 0942-26-2782

吉原住設 久留米市安武町安武本2061 0942-26-7757

岩村建設(株) 久留米市津福本町1779番地の6 0942-35-5119



事　業　者　名 住　所 電　話　番　号

【山川】 9社

大楠設備 久留米市山川追分1丁目9-40 0942-44-3170

久栄住設工業 久留米市山川追分2丁目1-4 0942-45-4610

(株)執行工業 久留米市山川神代3丁目8-30 0942-43-6071

井手建設(株) 久留米市山川野口町1番44号 0942-43-2471

(株)豊福土木 久留米市山川野口町11-19 0942-43-2083

(株)創英技建 久留米市山川神代1丁目6番15号 0942-44-0130

(有)福沢住宅設備 久留米市山川神代3丁目2335番の3 0942-44-8432

共立エンジニアリング(株) 久留米市山川追分1丁目4番24号 0942-48-4021

建武工業(株) 久留米市山川町1643-7 0942-45-6255

【山本町】 4社

柴田建設(株) 久留米市山本町豊田1242番地の3 0942-43-2485

文化設備(有) 久留米市山本町豊田1078-5 0942-44-2982

堤土木(株) 久留米市山本町耳納1678-4 0942-47-1740

オフィス正木 久留米市山本町耳納231番地6 0942-44-5002

【三潴町】 14社

(株)クリアウォーター設備 久留米市三潴町高三潴1426-2 0942-64-5562

(株)森山 久留米市三潴町清松42-5 0942-65-0114

(株)スイメイ 久留米市三潴町清松264-1 0942-65-1507

(株)和水住設 久留米市三潴町清松249‐3 0942-64-5816

ダイカン工業(有) 久留米市三潴町高三潴1426番地2くりあビル2階 0942-51-6601

(有)吉川設備 久留米市三潴町高三潴1105番地2 0942-64-2016

(株)タカアキコーポレーション 久留米市三潴町高三潴913番地の1 0942-64-5748

ＴＡＣ住設 久留米市三潴町田川400番地 0942-65-2940

安達建設(株)三潴営業所 久留米市三潴町西牟田450-3 0942-65-1019

ユノカホームサービス 久留米市三潴町西牟田6534-33 0942-64-5524

桧枝設備 久留米市三潴町西牟田829-10 0942-65-0189

(有)尾形設備 久留米市三潴町西牟田44-5 0942-65-1441

(株)太陽インフラテック九州 久留米市三潴町早津崎751-1 0942-64-3733

(株)辻組 久留米市三潴町早津崎812番地 0942-64-2461

【城島町】 17社

(株)池田電気商会 久留米市城島町内野330-5 0942-62-3550

(有)藤本商事 久留米市城島町内野56-2 0942-62-3215

千代島設備 久留米市城島町江上140番地2 0942-62-2511

(株)田中建設 久留米市城島町江上上281番地1 0942-62-5677

(株)吉武商事 久留米市城島町下青木466番地1 0942-62-1013

(株)今村隆次商店 久留米市城島町城島32-5 0942-62-3108

塚本商店 久留米市城島町城島243 0942-62-3458

(有)ユース 久留米市城島町四郎丸280-1 0942-51-5522

冨田住設(株) 久留米市城島町四郎丸251番地1 0942-62-2275

(株)中村建材工業 久留米市城島町楢津473番地 0942-62-6774

(株)中島設備 久留米市城島町西青木146-3 0942-62-4889

(有)ネットワーク 久留米市城島町西青木22-1 0942-62-2891

(株)中園土木 久留米市城島町浜541番地1 0942-62-3855

ｅ-ライフ　スエイシ 久留米市城島町原中牟田515-1 0942-62-3379

今泉設備 久留米市城島町浮島786-3 0942-62-3657

(株)筑水工業 久留米市城島町六町原351-2 0942-62-4860

マルショウ(株) 久留米市城島町城島27番地2 0942-62-3109

【北野町】 6社

(有)佐田プロパン住宅設備 久留米市北野町今山436番地1 0942-78-4188

(有)筑栄管工 久留米市北野町高良267-27 0942-78-6456

(株)龍乃組 久留米市北野町中871 0942-41-3977

富松工業 久留米市北野町高良2462番1 0942-23-1021

(株)オージーエイ 久留米市北野町大城186番3 0942-55-5055

ベスト技研(有) 久留米市北野町中477番地18 0942-78-7840

【田主丸町】 10社

(株)郷原組 久留米市田主丸町志塚島441-1 0943-72-2454

楢崎建設 久留米市田主丸町地徳1993番地2 0943-73-1224

(有)興英 久留米市田主丸町野田1564-1 0943-72-2411

(有)二又設備商会 久留米市田主丸町牧14-6 0943-72-0800

(有)久大建設 久留米市田主丸町石垣675番地6 0943-74-7121

(有)田中通信建設 久留米市田主丸町田主丸61番地2 0943-73-3031

(株)エヌ・シー 久留米市田主丸町田主丸640番地1 0943-72-4758

(株)ヨシタケ 久留米市田主丸町豊城1767番地の6 0943-72-2145

(有)中野商店 久留米市田主丸町牧1121 0943-72-2598

おおた技建 久留米市田主丸町益生田865－7 0943-74-4330



事　業　者　名 住　所 電　話　番　号

《市外の工事店》

【福岡県朝倉市】 12社

(株)一伸工業 朝倉市千代丸221-1 0946-22-3504

和智設備サービス 朝倉市大庭4148 0946-52-1795

(株)ファイン設備 朝倉市中島田186番地2 0946-24-7530

(有)梅野商店 朝倉市杷木久喜宮372 0946-26-2112

(有)武田設備 朝倉市杷木古賀1721番地 0946-62-2755

(株)エフ・テクノ 朝倉市牛木900番地１ 0946-24-7070

本田管工業 朝倉市三奈木4250-2 0946-21-1651

内田ポンプ 朝倉市持丸819-6 0946-24-9603

(株)浦設備工業 朝倉市三奈木4955-2 0946-24-6965

(株)大日　甘木支店 朝倉市馬田366番地の1 0946-22-1131

(有)田中設備 朝倉市長谷山406番地 0946-25-0206

(有)小川電機設備 朝倉市杷木池田663-6 0946-62-0455

【福岡県朝倉郡】 2社

(株)フクダヤ 朝倉郡筑前町原地蔵1855番地8 0946-22-3373

(株)三並設備工業 朝倉郡筑前町曽根田2395番地2 0946-42-8202

【福岡県うきは市】 9社

久保田電管工事 うきは市吉井町清瀬67番地6 0943-76-2230

(有)一新住宅 うきは市浮羽町東隈上479-8 0943-77-7464

五和建設興産 うきは市浮羽町浮羽139-11 050-3619-8970

佐藤住宅設備 うきは市浮羽町山北2123-2 0943-77-8381

(有)伊福綜合設備 うきは市浮羽町三春2525-5 0943-77-2413

(有)長尾ボーリング設備 うきは市吉井町屋部494番地の1 0943-75-3900

岩佐設備 うきは市吉井町新治1270-1 0943-76-3001

(有)松栄設備 うきは市浮羽町高見235 0943-77-3766

(有)髙山設備工業 うきは市吉井町徳丸283番地1 0943-75-2573

【福岡県大川市】 22社

龍設備企画 大川市大字新田1304-2 0944-87-3263

(株)丸正工業 大川市大字一木308番地の1 0944-86-2707

(株)鶴商 大川市大字一木719番地の2 0944-88-1161

(株)タカダ 大川市大字榎津30-1 0944-86-5299

(有)城建設工業 大川市大字榎津77-1-2 0944-87-7700

トヨタガス住設 大川市大字榎津939番地 0944-86-3041

大川管工事業協同組合 大川市大字荻島375-3 0944-87-4082

シマ工業(株) 大川市大字下林400-1 0944-87-4465

もりた住機設備(株) 大川市大字酒見284番地 0944-88-3333

(有)江頭設備 大川市大字酒見555-1 0944-86-3348

山善商会(有) 大川市大字小保125番地 0944-87-2266

大川電気興業(有) 大川市大字小保809-14 0944-87-7654

おはよう設備(有) 大川市大字上巻270番地の1 0944-86-8084

梅崎設備 大川市大字大野町1392 0944-86-3857

古川住宅設備 大川市大字大野島2516 0944-89-5540

(有)江頭建設 大川市大字大野島4035 0944-87-7137

吉田燃料 大川市大字向島2382 0944-86-2618

信和電気工事(株) 大川市大字中古賀582 0944-86-3257

(有)古賀設備 大川市大字津201-2 0944-87-5417

ＫＭ設備 大川市道海島578 0944-86-8195

エムティー設備 大川市大字下白垣375-1 0944-87-3533

(有)村尾 大川市大字小保30番地 0944-86-2523

【福岡県大野城市】 4社

(有)平田設備 大野城市南ヶ丘7丁目16番5号 092-596-0420

南信設備(株) 大野城市栄町1丁目2-21 092-581-0393

(株)森設備 大野城市南ヶ丘5丁目11-2 092-596-1322

つつみ住設(株) 大野城市畑ヶ坂1丁目2番7号 092-517-5920

【福岡県大牟田市】 3社

コスモ産業(株) 大牟田市船津町1-10-10 0944-51-5450

(有)荒尾ガラスセンター大牟田営業所 大牟田市正山町139 0968-62-7992

日新設備 大牟田市笹原町3-77-2 0944-43-6730

【福岡県小郡市】 11社

日栄工業 小郡市小板井49-1 0942-72-3543

(有)田中商会 小郡市三沢1230-2 0942-75-8216



事　業　者　名 住　所 電　話　番　号

ミヤジマ住宅設備 小郡市古飯751番地1 0942-73-0678

和泉プロパン住宅設備(有) 小郡市三沢1434-4 0942-75-0806

(株)藤田設備 小郡市三沢4419-5 0942-75-1845

(有)武藤設備 小郡市小郡769-25 0942-72-1503

(有)吉本商事 小郡市小板井116-1 0942-73-0942

成冨住宅設備 小郡市松崎830-3 0942-72-4415

タック設備(株) 小郡市松崎970-1-1 0942-72-8220

(有)宗管工事 小郡市大保1091番地1 0942-75-4600

(株)リティア・プラス 小郡市三国が丘七丁目9番地 0942-75-6667

【福岡県春日市】 4社

(有)宮本管工社 春日市春日原東町2-16-1 092-581-1411

古賀設備(有) 春日市須玖南7丁目38番地 092-595-0455

ふくおか水道メンテナンス 春日市下白水北2丁目8番地Ｆ-503号 092-501-9700

(有)ダイコウ商会 春日市白水ヶ丘5丁目39番 092-575-5517

【福岡県糟屋郡】 3社

(株)藤木商会 糟屋郡宇美町障子岳南6丁目5番16号 092-932-1757

藤原設備 糟屋郡粕屋町大隈352番地 092-938-7155

(株)日髙エキップメント 糟屋郡篠栗町大字和田910番地306 092-947-8840

【福岡県北九州市】 1社

北筑産業 北九州市八幡西区筒井町2-10 093-622-0131

【福岡県古賀市】 1社

亜細亜通商(株) 古賀市青柳546番地1 092-942-0809

【福岡県飯塚市】 1社

(株)昭和管工 飯塚市天道68番地 0948-23-2789

【福岡県田川郡】 1社

誠工 田川郡糸田町381-8 0947-42-9391

【福岡県太宰府市】 3社

(株)筑紫商会太宰府営業所 太宰府市水城3丁目24番7号 092-921-1155

(有)美建工業 太宰府市五条2丁目10-17 092-922-3579

(有)ヨシズミ 太宰府市大佐野5丁目8番18号 092-924-1888

【福岡県筑後市】 16社

松崎設備 筑後市大字若菜1604 0942-54-1998

小宮産業機械(株) 筑後市大字鶴田834-1 0942-53-7581

(株)五醍建設 筑後市大字久恵751 0942-53-2183

(有)石貫設備 筑後市大字西牟田3597-2 0942-53-7295

幸洋設備 筑後市大字西牟田5987-2 0942-52-3585

(有)筑後温水器 筑後市大字折地185 0942-53-3922

中村住宅設備 筑後市大字蔵数529番地12 0942-52-6878

三洲建設(株) 筑後市大字蔵数577-2-2 0942-53-1216

(株)五熱企画 筑後市大字野町675-4 0942-53-0274

(株)牟田商会 筑後市大字和泉185-3 0942-53-3563

徳永設備 筑後市大字久恵1063-1 0942-52-5434

ハヤタ住設 筑後市大字熊野827番地93 0942-52-4383

(有)城崎設備工業 筑後市大字尾島759-1 0942-52-5254

神楽設備 筑後市大字熊野231-11 0942-53-7742

(合)西牟田食販店 筑後市西牟田1836 0942-53-3716

(有)山内施設工業 筑後市大字馬間田1286番1 0942-63-2663

【福岡県筑紫野市】 15社

(有)サンクルホーム 筑紫野市杉塚4丁目2-5 092-921-6767

(有)馬場崎設備 筑紫野市針摺東1丁目2番31号 092-924-1672

(株)三機産業 筑紫野市杉塚1丁目8番5号 092-923-1414

(株)マルミ 筑紫野市大字阿志岐1226 092-925-3576

(有)青木工業 筑紫野市大字阿志岐2068-1 092-925-8356

(株)山本住宅設備 筑紫野市大字吉木1514番地70 092-924-6474

田中住宅産業(株) 筑紫野市大字諸田55番地の3 092-926-4355

中央設備(株) 筑紫野市大字杉塚391-4 092-923-1144

天山工業 筑紫野市大字天山281 092-926-5128

(有)設備工房とくみつ 筑紫野市大字下見144 番地の22 092-926-7155

中地設備 筑紫野市石崎3丁目30-5 092-925-8415

黒石設備 筑紫野市大字牛島386番地64 092-924-5746

池田商会 筑紫野市二日市北4丁目30番8-504号 092-985-7445



事　業　者　名 住　所 電　話　番　号

(有)カイカ 筑紫野市本道寺12-9 092-918-3688

サニー設備（株） 筑紫野市隈249 092-919-7132

【福岡県筑紫郡】 1社

福山設備 筑紫郡那珂川町恵子6丁目9番15号 092-952-0765

【福岡県福岡市】 23社

(有)マルコー設備 福岡市早良区四箇6丁目7-6 092-812-2387

(株)サンワ商会 福岡市早良区祖原20-12 092-823-2981

(株)山下設備 福岡市西区石丸2丁目17番6号 092-881-8167

(株)クラシアン福岡支社 福岡市博多区東比恵2丁目22番24号 092-482-1855

(有)望月住設 福岡市西区今津737番地の2 092-806-2018

(株)白金 福岡市中央区白金1丁目16番19 092-531-2872

(株)千代田工業所 福岡市南区塩原4丁目28番25号 092-512-8431

三共工業(株) 福岡市博多区吉塚1丁目44番2号 092-623-0127

(有)ワイ・エム・エス 福岡市博多区上牟田1丁目25番31号 092-452-1620

(有)武内住宅設備機器 福岡市博多区麦野1丁目30-14 092-591-0783

(株)サンセツ 福岡市早良区早良4丁目33番10号 092-803-1641

イワタ工業(株) 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目7番9号 092-641-5141

(株)岩丸産業 福岡市早良区田村4丁目8番23号 092-863-2661

(株)ミヤビ工業 福岡市東区千早1丁目20-13 092-410-8833

(有)石川設備 福岡市早良区次郎丸3丁目27-31 092-874-5112

進興設備工業(株) 福岡市南区玉川町4番2号 092-551-6883

(株)ワイテック 福岡市西区愛宕浜2丁目3番11号 092-882-9975

(株)南日本電設工業 福岡市南区清水2丁目13番18号 092-542-0620

(有)毛利設備工業 福岡市早良区小田部2丁目12－24 092-843-0773

(株)落合設備 福岡市早良区賀茂4丁目6－26 092-834-4402

(株)遊設 福岡市城南区七隈7丁目38-15-108 092-982-0621

(株)西陵設備 福岡市西区野方6丁目22-1 092-811-7228

(株)天水工 福岡県福岡市博多区竹丘町2丁目4-7 092-586-9273

【福岡県糸島市】 1社

(株)浦山設備工業 糸島市二丈吉井3725番地5 092-326-5124

【福岡県みやま市】 1社

(有)菅原商事 みやま市山川町原町461 0944-67-0459

【福岡県柳川市】 12社

(株)梅崎工業 柳川市片原町22-1 0944-73-3623

(株)岡工務店 柳川市本町68-9 0944-72-4476

(有)甲木設備 柳川市三橋町柳河618 0944-74-0743

白谷設備工業 柳川市大和町明野536-1 0944-76-3283

諸藤工業(同) 柳川市三橋町久末147 0944-74-1055

アジア商事(有) 柳川市三橋町高畑206-3 0944-73-0115

九州洗罐工事(株) 柳川市新船津町43番4 0944-72-1609

(株)太田設備工業 柳川市大字久々原402番地の2 0944-73-0402

成清住設 柳川市大和町皿垣開2448番地 0944-76-4665

(有)えびす地建 柳川市鬼童町26番地の1 0944-72-8654

えぐち住宅設備 柳川市三橋町木元334-10 0944-74-1632

水工 柳川市大浜町316-1 0944-85-9167

【福岡県八女市】 17社

清香設備工業(株) 八女市大字蒲原695-1 0943-22-7888

(有)スミ設備工業 八女市大字川犬1349-1 0943-22-5465

(有)日新設備工業 八女市大字納楚605-8 0943-22-3115

(株)銀屋 八女市大字本町1の24 0946-24-6862

不動設備工業(株) 八女市立野347-3 0943-25-2580

吉田ボーリング工業 八女市大字本町360-1-2 0943-24-4743

(株)ライフ・２１ 八女市立野131-3 0943-24-2510

平島設備 八女市立花町田形223 0943-37-1025

(有)牛嶋住興 八女市立花町山崎1067-1 0943-22-6611

ケア設備梅野 八女市黒木町本分1079番地 0943-42-3450

德住工業 八女市今福1057-6 0943-24-5262

河原設備 八女市立花町兼松1435-1 0943-37-0553

原管工 八女市立花町谷川838-9 0943-37-0692

(有)橋村住設 八女市黒木町田本178番地１ 0943-42-0096

八女食糧販売(株) 八女市納楚691番地 0943-23-2166
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(株)ホクショウ 福岡県八女市豊福287-1 0943-23-3323

(有)角屋 八女市上陽町北川内174番地の2 0943-54-3318

【福岡県八女郡】 5社

野中設備 八女郡広川町大字久泉787番地16 0943-32-2166

ヒカリテックサービス 八女郡広川町大字藤田1207-3 0942-52-8306

古賀住宅設備 八女郡広川町大字藤田84-1 0942-52-7033

(有)東プロパン 八女郡広川町大字新代1892-1 0942-32-0160

丸山設備 八女郡広川町大字広川38番地1 0943-32-5195

【福岡県三井郡】 5社

(株)高木設備 三井郡大刀洗町大字守部738 0942-77-3151

(有)平田設備工業 三井郡大刀洗町大字山隈1712-12 0942-77-1584

(有)大誠設備 三井郡大刀洗町大字上高橋1423-6 0942-77-5290

(有)井上住設工業 三井郡大刀洗町大字冨田788-4 0942-77-0687

渡辺建材設備 三井郡大刀洗町大字本郷2203 0942-77-0038

【福岡県三潴郡】 6社

大木建設(株) 三潴郡大木町大字大角1632 0944-32-1441

西崎設備 三潴郡大木町大字横溝1611-11 0944-33-1568

岩永設備 三潴郡大木町大字大角1968-1 0944-32-0613

(有)森田ガス住設 三潴郡大木町大字八町牟田998-8 0944-32-1319

(株)廣松設備 三潴郡大木町大字三八松2234-6 0944-32-1237

森設備 三潴郡大木町前牟田659 0944-33-2269

【佐賀県神埼市】 4社

九州ユノカ住設 佐賀県神埼市千代田町崎村933-3 0952-44-2302

日の出電気商会 佐賀県神埼市神埼町神埼268－22 0952-52-2257

(有)中島建設 佐賀県神埼市神埼町神埼23 0952-53-2698

神興電気商会 佐賀県神埼市千代田町詫田64-3 0952-44-2138

【佐賀県杵島郡】 2社

ラインテック(株) 佐賀県杵島郡江北町大字下小田3381番地1 0952-86-3750

中央環境総設(株)佐賀営業所 佐賀県杵島郡江北町大字上小田809 0952-74-6050

【佐賀県佐賀市】 9社

(有)アークハウスふくち 佐賀県佐賀市光3丁目11番13号 0952-23-3341

永渕設備 佐賀県佐賀市大和町大字東山田3855-5 0952-62-2464

(有)早田設備 佐賀県佐賀市兵庫北5丁目1番14号 0952-30-1415

(有)大坪設備工業 佐賀県佐賀市鍋島町87-2 0952-30-1467

(株)三幸冷凍設備工業 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島153番地の15 0952-23-8697

(有)梅野エルピー 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保819-10 0952-98-0049

野中配管工事店 佐賀県佐賀市本庄町大字末次841番地12 0952-24-7059

チワタ総合住設 佐賀県佐賀市川副町南里1856-4 0952-45-0767

(有)元村設備 佐賀県佐賀市川副町大字早津江1116 0952-45-1769

【佐賀県鳥栖市】 6社

(有)高倉住宅設備 佐賀県鳥栖市平田町1110-66 0942-84-0435

(有)原設備 佐賀県鳥栖市宿町1095 0942-84-5557

(有)シゲマツ 佐賀県鳥栖市真木町2097番地 0942-83-1775

眞水設備(有） 佐賀県鳥栖市江島町3468 0942-83-4756

鳥栖プロパン(株) 佐賀県鳥栖市儀徳町2934 0942-83-3059

(有)中島設備工業 佐賀県鳥栖市江島町3255-352 0942-82-7245

【佐賀県唐津市】 1社

浦尾設備工業(株) 佐賀県唐津市相知町相知44番地4 0955-62-3994

【佐賀県三養基郡】 4社

(株)リビングモア佐賀 佐賀県三養基郡基山町大字園部2794-18 0942-92-6009

(有)園部設備工業 佐賀県三養基郡基山町大字園部2880-1 0942-92-5183

(有)モロクマ 佐賀県三養基郡みやき町大字寄人2638-3 0942-96-4535

(株)髙橋電気 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀7310-2 0942-94-3471

【熊本県熊本市】 1社

(有)熊本環水 熊本市西区島崎2丁目28番4号 096-322-6616

【熊本県荒尾市】 2社

(有)三和建設 熊本県荒尾市大正町2丁目1番21号 0968-62-0264

(株)総合設備ＥＬＦ 熊本県荒尾市万田1567 0968-62-6446

【広島県広島市】 2社

(株)アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号　第一ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F 082-502-6644

(株)Ｎ．Ｉ．Ｃ 広島県広島市中区舟入幸町21-23　１F 082-275-5227



事　業　者　名 住　所 電　話　番　号

【大阪府大阪市】 1社

(株)イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル 06-7739-2525

(414社)

＊　お問合せ先

　　久留米市企業局上下水道部

　　給排水設備課　TEL:0942-30-8522


