
1／3

令和3年.令和4年.令和5年度小規模修繕登録業者データ 令和4年3月1日現在

業者名 代表者氏名 所在地 希望業種
1位 2位 3位

アイテック 井上　淳一 三瀦町西牟田6550-8 塗装

アクア設備 友井　加奈子 国分町325 管

アクセス設備 釜崎　敏明 青峰1-8-35 管

アクティブワンこが 古賀　明法 北野町金島1992-3 電気 管

朝倉ロックサービス 安岡　義博 御井旗崎3-11-1 建具

(株)アタック 楠田　雅文 荒木町白口1547-1 電気 内装 大工

穴井工業所 穴井　芳昭 宮ノ陣6-20-13 板金 建具 管

安部工務店 安部　正洋 諏訪野町1814-23-809 大工 建具

ｅーライフスエイシ 居石　浩幸 城島町原中牟田515-1 管 左官 塗装

イノウエ企画 井上　陽子 高良内町157 塗装 大工 内装

井上建設 井上　孝徳 善導寺町飯田887-7 大工

今岡塗装 今岡宏彰 安武町安武本1295-33 塗装

（株）イマクル 能登　恭太 瀬下町383 大工 管 左官

今村板金工業 今村　正文 田主丸町以真恵676-2 板金

インテリア　カワハラ 川原　剛幸 安武町安武本3175-1 内装

インテリア内川 内川　武 宮ノ陣4-39-8 内装 大工 左官

インテリアダイワ 鹿毛　康成 長門石5-2-2 内装

(株)ウインドコンビニ 堤　清一 通町109-13 ガラス 建具 内装

上原工務店 宮原　由美 大石町34-1 大工 管 内装

内山塗装 内山　健児 宮ノ陣1-11-1731 塗装

（有）エクセレントショップ内田 内田　光俊 東櫛原町1512-5 板金 大工

江﨑内装 江﨑　重太郎 高良内町1071-1 内装

SYSエコシステム 矢永　進一郎 北野町金島72-5 電気

エトウ空調 江藤　裕之 荒木町白口1939-3 管

オオタ建設 太田　圭一 東合川７-3-8 大工 塗装 内装

オールハウスメンテナンスグループ 田川　公江 城南町23-2 管 建具 内装

岡電気商会 岡　勝利 大善寺南2-14-17 電気

カギの池田 池田　哲也 南2-11-1 建具

KajiDen 梶山　翔太 国分町1336－1 電気

（株）ガスショップセイブル 今里　真二 津福本町1693-10 管 電気

岸川建装 岸川　巌 本山2-13-28 左官

（有）キタエイ 相園　敏博 北野町十郎丸1783 管 電気

九州防水（株） 尾関　正敏 合川町422-18 左官 塗装 内装

久留米朝日冷熱 野中　朝登 御井町619-3-202 管

久留米水道サービス（株） 松延　康平 合川町1237 管 左官 大工

久留米装飾 田中　正男 小頭町3-25 内装

クローバー電機 樺島　卓義 北野町今山862-38 電気

（株）高圧利器製作所 栗原　利継 梅満町字与赤35-1 管

高良内家具建具店 古賀　年成 高良内町4590-13 建具 ガラス 大工

古賀アルミ建材 古賀　光二 城島町芦塚902-1 ガラス
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コガ電気工事 古賀　義國 荒木町荒木989-3 電気

小村設備 小村　正 藤山町701-11 管

権藤時計店 権藤　智宏 城島町江上934-3 電気 管

境電気 境　雅享 国分町1911-3 電気

佐藤建築 佐藤　豊 三瀦町田川178-13 大工

サムラシステムエンジニアリング 佐村　健児 南1-21-18 電気

三英ビル管理（株） 中山　智恵 野中町434-3 内装 管 ガラス

ジェイクリエイト 印丸　葉子 上津町2228-1486 塗装

合同会社色彩工房 野口　達也 津福今町214-2 塗装 左官 内装

重松左官工業 重松　武道 城島町芦塚834-1 左官 塗装

修繕センター 西尾　博美 長門石2-11-43マルビル1F 管 建具 内装

シンテック 吉本　信次 高良内町952 塗装

末永電気設備 末永　幸吉 東櫛原町14-6 電気

セイホーム建設 緒方　清次 原古賀町18-3 大工 内装 左官

ソンダ設備 尊田　敏夫 荒木町白口454-2 管

大洋工務店 本村　治久 山川町76-3 大工

大和装飾 鹿毛　貢 本山1丁目9-22 内装

高牟礼住宅設備 一ノ宮　昌伸 高良内町2556-24 管

（株）立石弟硝子店 立石　勝 本町16-31 ガラス 建具

タナカ塗装工業 田中　敦 荒木町藤田1495-5 塗装

TANAKAPAINT 田中　正員 三瀦町高三瀦1930-5 塗装

谷口塗装 谷口　学 田主丸町田主丸969-1 塗装

筑後地区ビル管理業協同組合 堤　峰敏 本町3－6 管 内装 建具

千代田建設 千代田　克行 田主丸町菅原1622-5 大工 内装 建具

（株）辻水道工事 辻　重則 東合川町403-2 管

辻電器 辻　滋 城島町江上本621-6 電気 管

堤塗装工業 堤　勝利 大橋常持38-14 塗装

（株）津留崎工務店 津留崎　富美子大善寺町宮本415 建具

鶴田電気設備サービス 鶴田　常徳 北野町十郎丸2248-5 電気 管

鶴本建装 鶴本　寿 梅満町1127-3-903 塗装

土井建設 土井　利男 城島町西青木608-4 大工

塗装のタカヤマ 高山　勝行 梅満町149-1 塗装

（有）富松テレビラジオ店 富松　和博 三瀦町高三瀦1264-3 電気 管

豊福工務店 豊福　あゆみ 山川野口町1-38 大工 左官

永尾板金工業（株） 永尾　真幸 三瀦町田川2085-1 板金 左官

（有）中園電気 中園　裕介 城島町楢津723-1 電気

中津工業所 中津　福裕 国分町1127-2 板金

中原塗装工業（合） 江頭　英子 梅満町1622-10 塗装

ナカムラスペースデザイン（株） 中野　弘明 西町131-10 内装

中村製畳 中村　信之 南1-4-7 畳 建具 内装
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なかむら塗装 中村　正一 南4-14-1 塗装

楢林硝子店 楢林　勝之 城島町城島599-1 ガラス 建具 内装

楢原電設（株） 楢原　敏一 東合川町433-1 電気

（有）南都ビル管理社 熊谷　清文 東櫛原町2072-2 建具 内装 管

西友電気設備 西川　友樹 荒木町荒木1413-1 電気 管

西日本タイムサービス（有） 髙田　正文 国分町254-2 電気

野口空調 野口　正光 安武町安武本2029-1 管

野口建設 野口　武史 原古賀町22-19-1106 大工 建具 内装

野田電工 野田　勲 三瀦町西牟田2054-35 電気

ハシモトテック（株） 橋本　和久 田主丸町田主丸644-1 管

ひぐち電設 樋口　栄二 荒木町下荒木918-10 電気

（株）ヒサミツセンター 宮原　久人 大石町34-1 大工 管 内装

平田塗装店 平田　利幸 国分町672-2 塗装

福岡電気工事 馬場　佐年 北野町金島34 電気

船津電化サービス 舩津　忠敏 城島町楢津1352-4 電気 管

プロプラス 渕上　美穂 藤山町1797-11 塗装 大工 内装

文化シャッター九州販売（株） 溝口　剛 荒木町荒木1912-4 建具

ホリタ空調サービス 堀田　秀則 京町248-13 管

本田畳店 本田　行男 荒木町白口2366-6 畳

松尾電工 松尾　達也 大善寺町宮本1355-4 電気 管

松田塗装工業 松田　敬一 宮ノ陣町大杜364-3 塗装

松山鉄工所 松山　健二 御井籏崎2-25-19 板金 建具 管

マル電気 丸林　竜二 国分町332-1-3 電気

（有）丸宝建設 丸田　豊子 荒木町荒木1532 大工 左官 内装

（有）三井電機工業所 鶴久　敦史 荒木町白口1606-6 電気 管

(有)三牧設備 三牧　俊朗 北野町高良267-22 管 板金 電気

（有）牟田鉄工所 牟田　芳祐 三瀦町清松294-1 管 板金 塗装

山川電気 山川　博 善導寺町与田254-1 電気 管

ヤマモトデンキ 山本　浩二 小森野1-3-12-1 電気

山脇塗装 山脇　智 国分町1213-11 塗装

UN企画 上野　茂喜 高良内町2983-1 大工 塗装 内装

裕雅塗装 矢野　雅利 本山1-17-37-102 塗装

ユウ設備 能登　勇太 東合川新町6-30 管

ライトオフィサー 塩塚　保貴 藤山町1770-6 大工 塗装 内装

（有）ワイ・エッチ・エス 橋村　寛人 上津町1952-2 管

若宮工業 井上　秀隆 草野町吉木2485-2 管 大工


