
No. 工事店名 住　所 代表者名 電話番号

1 株式会社　鮎川電工 小城市三日月町長神田2444番地 鮎川　京子 0952-72-2696

2 有限会社　池田電機商会 小城市小城町晴気1239番地1 池田　俊一 0952-73-2568

3 株式会社　イケモク 小城市三日月町樋口915番地 池田　安正 0952-73-3195

4 稲冨設備 小城市牛津町乙柳432番地1 稲冨　幸輝 0952-37-8972

5 井上設備 小城市三日月町堀江457番地5 井上　真一 0952-71-1186

6 株式会社　巌大建業 小城市三日月町樋口1008番地 岩松　善浩 0952-72-7488

7 牛津管工 小城市牛津町下砥川567番地1 中土井　信行 0952-66-3399

8 梅北金物店 小城市牛津町牛津772番地 梅北　雅生 0952-66-0788

9 株式会社　エグチ・ビルド 小城市三日月町三ヶ島702番地 江口　健治 0952-72-5161

10 大隈商事　株式会社 小城市三日月町久米1367番地4 大隈　カネ子 0952-73-2626

11 大武工業 小城市小城町晴気1487番地 大石　武貢 0952-72-7567

12 岡本建設　株式会社 小城市芦刈町三王崎110番地 岡本　秀実 0952-66-1155

13 おぎ設備 小城市小城町池上4101番地 宮原　博文 0952-72-3716

14 有限会社　小城プロパン 小城市小城町428番地1 大坪　和幸 0952-72-3012

15 有限会社　協栄設備 小城市牛津町下砥川581番地 坂井　清正 0952-66-1605

16 株式会社　久保建設 小城市小城町池上1361番地 久保　直行 0952-73-3788

17 Ｋ・Ｆ工業 小城市三日月町樋口1003番地14 渕上　潮 0952-72-3190

18 佐田設備 小城市牛津町牛津669番地18 佐田　吉治 0952-37-9678

19 株式会社　嶋本建設 小城市三日月町堀江525番地1 嶋本　弘文 0952-73-4318

20 株式会社　下村建設 小城市三日月町久米1946番地 下村　敏明 0952-73-3125

21 株式会社　上瀧建設 小城市牛津町柿樋瀬806番地9 上瀧　義徳 0952-66-0508

22 株式会社　城南建設 小城市芦刈町浜枝川543番地 坂井　亮嗣 0952-66-5577

23 住川設備 小城市小城町畑田1680番地24 住川　渡 0952-72-2232

24 有限会社　瀬戸工業 小城市三日月町長神田1807番地4 瀬戸　紳彰 0952-73-5327

25 株式会社　大義建設 小城市三日月町樋口981番地3 大家　良太郎 0952-73-4545

26 株式会社　田中丸設備 小城市小城町310番地 田中丸　猛 0952-73-3293

27 株式会社　中部ガス 小城市牛津町牛津77番地1 池田　浩一 0952-66-0818

28 辻建設 小城市牛津町上砥川2147番地2 辻　正義 0952-66-1057

29 土井住設 小城市小城町松尾2764番地7 土井　要 0952-72-5078

30 有限会社　遠江建設 小城市三日月町久米1252番地1 遠江　隆 0952-73-2723

31 株式会社　中島工務店 小城市三日月町久米2111番地8 中島　信哉 0952-73-3145

32 株式会社　永田建設 小城市三日月町三ヶ島898番地2 永田　勝郎 0952-72-5591

33 ナガタニ設備 小城市牛津町上砥川1827番地1 永溪　直久 0952-63-8507

34 有限会社　中原設備 小城市三日月町長神田1593番地 中原　晃 0952-73-2302

35 南里土木　株式会社 小城市芦刈町永田97番地 南里　辰由 0952-66-3814

36 西岡建設　株式会社 小城市芦刈町道免227番地 西岡　光三 0952-66-2938

37 馬場設備工業 小城市牛津町勝1番地37 馬場　博昭 0952-66-5780
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38 早木建設 小城市牛津町上砥川348番地1 早木　幹大 0952-66-6714

39 有限会社　原田電気 小城市小城町布施ヶ里一角616番地2 原田　貞利 0952-72-6001

40 服巻建設　株式会社 小城市小城町畑田988番地1 松尾　裕之 0952-71-1005

41 株式会社　政工務店 小城市牛津町柿樋瀬389番地1 寺尾　誠 0952-66-3131

42 松尾工業　株式会社　小城営業所 小城市牛津町乙柳850番地11 吉永　荘一郎 0952-66-8781

43 水田建設　株式会社 小城市小城町松尾363番地 水田　政彦 0952-73-4477

44 水田設備 小城市芦刈町三王崎280番地6 水田　茂実 0952-51-5665

45 三根住設 小城市小城町栗原374番地1 三根　英二 0952-37-6456

46 有限会社　モロオカ 小城市小城町船田646番地 諸岡　賢治 0952-72-6611

47 ヤマダ電器 小城市小城町161番地 山田　近夫 0952-73-3742

48 吉岡設備 小城市芦刈町三王崎821番地1 吉岡　栄一 0952-66-1522

49 有限会社　アークハウスふくち 佐賀市光三丁目11番13号 久保　高達 0952-23-3341

50 厚地設備 神埼市神埼町本堀2618番地7 厚地　裕治 0952-53-2513

51 株式会社　アメックス 佐賀市開成五丁目7番28号 千布　清孝 0952-33-0912

52 株式会社　有明電設 佐賀市兵庫北五丁目16番11号 江口　和味 0952-31-8141

53 飯塚電機工業　株式会社　佐賀営業所 佐賀市兵庫北一丁目21番31号 平川　稔 0952-22-8575

54 飯盛土木　株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外757番地1 飯盛　進 0952-22-4455

55 株式会社　イズミ 唐津市原1525番地5 宗　泉 0955-77-6116

56 一栄建設土木 佐賀市富士町大字小副川4211番地1 小副川　栄一 0952-63-0230

57 いちのせ設備 武雄市東川登町大字永野9350番地 一ノ瀬　清隆 0954-23-6222

58 稲富工務店 佐賀市久保田町大字久保田444番地1 稲富　和臣 0952-68-5070

59 今泉設備 佐賀市蓮池町大字古賀1014番地1 今泉　勉 0952-97-0171

60 株式会社　岩野設備 伊万里市大坪町丙2115番地1 岩野　青記 0955-22-8380

61 有限会社　上田設備 武雄市武雄町大字武雄438番地1 上田　量己 0954-23-4600

62 上原設備 佐賀市本庄町大字末次458番地5 上原　慎一郎 0952-37-7545

63 牛島配管工事 佐賀市高木瀬東二丁目4番13号 牛島　テツ子 0952-31-2389

64 有限会社　梅野エルピー 佐賀市久保泉町大字川久保819番地10 梅野　一洋 0952-98-0049

65 浦設備興業 佐賀市東与賀町大字飯盛448番地15 浦　正英 0952-45-7562

66 有限会社　エース工業 三養基郡みやき町大字江口3317番地4 相田　祐二 0942-89-5078

67 江頭設備 佐賀市川副町大字早津江津512番地11 江頭　優 0952-45-4707

68 エコ住設 佐賀市本庄町大字本庄954番地1 グリーンルーフ福田Ｂ棟102号 堤　裕喜 0952-22-3010

69 有限会社　エスケイシステム 佐賀市鍋島三丁目9番2号 田中　勝三 0952-31-5884

70 株式会社　大隈設備工業 鹿島市大字納富分1614番地2 大隈　末義 0954-62-1302

71 有限会社　大坪設備工業 佐賀市鍋島町大字蛎久87番地2 松本　剛 0952-30-1467

72 有限会社　小副川設備 佐賀市富士町大字下熊川21番地 小副川　利彦 0952-63-0688

73 株式会社　笠原電設 唐津市石志4463番地1 笠原　秀子 0955-58-8067

74 有限会社　鹿島設備工業所 鹿島市大字中村2205番地5 西　和彦 0954-63-3228

75 株式会社　兼茂 鹿島市大字高津原4002番地 土井　幸 0954-63-1616

76 有限会社　川﨑設備 杵島郡白石町大字遠江1538番地1 川﨑　松美 0952-84-3979

77 関衛工業　株式会社 佐賀市高木瀬西三丁目8番8号 江口　善昭 0952-34-4335
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78 有限会社　北島組 佐賀市富士町大字古湯964番地6 北島　毅 0952-58-2200

79 北島設備 佐賀市東与賀町大字飯盛2200番地1 北島　志佳男 0952-45-3004

80 有限会社　木下建設 佐賀市富士町大字市川2501番地 木下　崇慎 0952-58-2728

81 九州恵冷機　株式会社 佐賀市諸富町大字山領819番地4 岩田　誉識 0952-34-8855

82 株式会社　グロウ 佐賀市鍋島町大字森田1405番地 吉武　浩孝 0952-32-6590

83 黒髪設備 多久市多久町7071番地159 黒髪　和彦 0952-75-8008

84 株式会社　コーセツ 唐津市神田708番地 真木　功 0955-72-4895

85 古賀設備工事　株式会社 佐賀市高木瀬西六丁目11番4号 内田　隆憲 0952-33-9001

86 有限会社　小栁工業 佐賀市本庄町大字本庄279番地1 小栁　泰教 0952-29-2605

87 株式会社　小柳設備 佐賀市八戸溝一丁目14番36号 小柳　謙次 0952-30-9094

88 佐賀営繕 佐賀市東与賀町下古賀235番地5 石丸　考行 0952-45-3232

89 佐賀空調　株式会社 佐賀市新栄東一丁目7番43号 野田　稔 0952-22-3068

90 株式会社　佐賀日化サービス 佐賀市嘉瀬町大字扇町2398番地1 古場　英敏 0952-22-7485

91 佐賀配管工事　株式会社 佐賀市本庄町大字本庄279番地19 馬場　裕子 0952-23-8326

92 有限会社　相良設備工業 佐賀市開成三丁目6番35号 相良　廣太郎 0952-31-0739

93 有限会社　サンエ 杵島郡江北町大字惣領分3677番地 江頭　敏夫 0952-86-4330

94 株式会社　三幸冷凍設備工業 佐賀市巨勢町大字牛島153番地15 土橋　敏克 0952-23-8697

95 株式会社　三神 神埼市神埼町本堀3003番地6 石川　博 0952-53-1221

96 株式会社　サン・ホームビルダー 佐賀市開成四丁目5番2号 中村　吉廣 0952-32-3080

97 株式会社　三和工務店 佐賀市巨勢町大字修理田429番地 山口　欣也 0952-27-7808

98 株式会社　ＪＡライフサポート佐賀　佐城営業所 佐賀市神園一丁目3番11号 田中　幹登 0952-34-4545

99 株式会社　シグマ 佐賀市鍋島町大字八戸3005番地 香月　信夫 0952-26-7661

100 重設備 佐賀市金立町大字千布3072番地 徳島　重利 0952-98-0997

101 株式会社　システムライフ 佐賀市大財五丁目8番3号 細永　一郎 0952-20-0771

102 シマ工業　株式会社　佐賀営業所 佐賀市諸富町大字大堂941番地9 島　数成 0952-47-3114

103 有限会社　島ノ江燃料店 佐賀市神園一丁目4番5号 島ノ江　剛 0952-30-3004

104 株式会社　下建設 佐賀市南佐賀二丁目12番9号 下　泰弘 0952-23-2286

105 下平設備 武雄市山内町大字鳥海8163番地2 下平　修三 0954-45-3152

106 神興電気商会 神埼市千代田町詫田64番地3 筬島　照美 0952-44-2138

107 セイワホーム　有限会社 佐賀市北川副町大字江上514番地5 萩原　誠一郎 0952-26-1351

108 株式会社　センチュリー企画 佐賀市神野東三丁目12番50号 永渕　裕幸 0952-33-1225

109 有限会社　早田設備 佐賀市兵庫北五丁目1番14号 早田　俊治 0952-30-1415

110 株式会社　大洋建設 佐賀市本庄町大字本庄253番地12 糸山　博幸 0952-24-8251

111 有限会社　太陽住宅設備 佐賀市鍋島町大字八戸溝1265番地 碓井　純 0952-30-6651

112 有限会社　貴工務店 多久市北多久町大字多久原7026番地 古川　弘 0952-75-3288

113 有限会社　たからべ配管工事店 佐賀市木原二丁目16番8号 財部　俊秀 0952-23-0236

114 株式会社　タクボ産業 多久市北多久町大字多久原2629番地4 田久保　瞳 0952-74-2418

115 田島興産　株式会社 佐賀市水ヶ江六丁目4番11号 田島　広一 0952-23-3281

116 田中工研　株式会社 神埼市千代田町下板400番地1 田中　孝弘 0952-44-2035

117 チワタ総合住設 佐賀市川副町大字南里1856番地4 千綿　峰雄 0952-45-0767
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118 有限会社　土山組 佐賀市蓮池町大字蓮池286番地 土山　和憲 0952-97-0058

119 筒井鉄工所 神埼市千代田町下西623番地3 筒井　敏光 0952-44-2816

120 株式会社　テンプス 佐賀市鍋島町大字森田2104番地1 杉町　利朗 0952-97-8024

121 有限会社　東栄電気工業所 佐賀市大財北町6番20号 嘉村　省三 0952-26-2288

122 有限会社　東昇建設 佐賀市大和町大字東山田2544番地8 北島　隆廣 0952-62-1711

123 株式会社　冨岡設備工業 武雄市武雄町大字昭和39番地16 冨岡　正信 0954-22-3307

124 株式会社　鳥井組 多久市北多久町大字小侍742番地2 鳥井　寛敏 0952-75-2526

125 有限会社　中垣設備 多久市北多久町大字小侍1056番地 中垣　喜一郎 0952-74-3505

126 中川内設備 佐賀市金立町大字千布2398番地5 中川内　良典 0952-65-4509

127 有限会社　中島建設 神埼市神埼町神埼23番地 中村　耕司 0952-52-1413

128 ナカシマ設備 嬉野市塩田町大字久間乙3468番地 中島　茂 0954-66-3921

129 永渕設備 佐賀市大和町大字東山田3855番地5 永渕　文之 0952-62-2464

130 有限会社　日生開発 杵島郡江北町大字山口9番地2 立石　良作 0952-86-5013

131 株式会社　日設工業 佐賀市大和町大字東山田3584番地4 田代　安弘 0952-62-5540

132 有限会社　日設サービス 唐津市相知町中山3988番地 秀島　寿和 0955-62-3192

133 日本住宅設備　株式会社 佐賀市若宮二丁目6番37号 園田　大樹 0952-31-7100

134 野上設備 杵島郡白石町大字福富下分3202番地 野上　哲也 0952-71-7006

135 野田設備工業 佐賀市光二丁目3番26号 野田　祥宏 0952-24-1296

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

137 株式会社　パイプライン 佐賀市鍋島町大字八戸溝1274番地20 田中　秀子 0952-31-6191

138 萩原ホーム株式会社 佐賀市北川副町大字江上514番地5 萩原　堅次郎 0952-20-2360

139 橋本設備 杵島郡白石町大字福富下分2875番地9 林口　清次 0952-87-3455

140 有限会社　原口設備工業 佐賀市川副町大字鹿江1508番地3 原口　俊博 0952-45-0179

141 ハラダ工業　株式会社 佐賀市北川副町大字江上100番地11 原田　武人 0952-29-6220

142 ひかりコーポレーション 多久市多久町2087番地 古賀　利光 0952-74-2353

143 有限会社　姫野工務店 佐賀市八戸溝二丁目8番15号 永渕　善樹 0952-30-1574

144 深町建設　株式会社 佐賀市水ヶ江五丁目3番28号 深町　健次郎 0952-26-8111

145 深町設備 佐賀市北川副町大字光法943番地4 深町　操 0952-29-1249

146 株式会社　フクイ 佐賀市兵庫町大字渕1110番地 福井　直博 0952-22-5434

147 福岡建設　株式会社 佐賀市兵庫南四丁目18番12号 福岡　敬貢 0952-24-1216

148 株式会社　福田工務店 佐賀市久保田町大字新田3332番地1 福田　和弘 0952-68-3346

149 有限会社　藤木設備 杵島郡白石町大字坂田2609番地1 藤木　昭博 0954-65-5015

150 古川建設 佐賀市大和町大字久留間4138番地 古川　聡 0952-62-2863

151 北斗設備 佐賀市金立町薬師丸1608番地1 北村　俊紀 0952-97-5866

152 株式会社　本田設備 佐賀市北川副町大字新郷804番地1 本田　秋夫 0952-29-5748

153 株式会社　マツモト 鹿島市大字音成丙2243番地1 松本　正廣 0954-63-1841

154 株式会社　マベック 佐賀市新中町11番18号 伊藤　常文 0952-32-1855

155 丸章設備 佐賀市久保田町大字新田3697番地5 古賀　章郎 0952-51-3036

156 株式会社　丸廣建設 多久市東多久町大字別府593番地2 西山　廣太 0952-76-4146

157 ミナミホーム 佐賀市大和町大字東山田3200番地132 馬場　浩和 0952-62-6120
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158 有限会社　宮田設備 佐賀市川副町大字福富1174番地3 宮田　茂保 0952-45-2096

159 有限会社　宮地工建 神埼市脊振町広滝1012番地19 宮地　一之 0952-59-2466

160 株式会社　宮原建築企画 武雄市武雄町大字昭和10番地8 宮原　敏 0954-23-1647

161 株式会社　毛利工務店 神埼市神埼町鶴3635番地1 毛利　久幸 0952-53-6064

162 株式会社　本村設備工業 佐賀市鍋島町大字八戸1720番地 本村　吉輝 0952-37-7788

163 株式会社　本山建設 武雄市朝日町大字中野11403番地3 本山　泰宏 0954-23-8851

164 有限会社　森下水道工事店 多久市北多久町大字小侍3306番地3 森下　和義 0952-75-4854

165 森園設備 佐賀市西与賀町大字厘外1589番地11 森園　竜博 0952-60-6223

166 モロドミ建設　株式会社 多久市南多久町大字下多久2566番地 諸富　公昭 0952-76-2661

167 藪口設備 唐津市厳木町本山89番地23 藪口　正 0955-63-3494

168 山代ガス　株式会社 佐賀市鍋島町大字八戸2153番地1 大塚　浩司 0952-25-1275

169 山田商事　有限会社 佐賀市諸富町大字大堂1025番地5 山田　清吾 0952-47-2427

170 有限会社　山田設備工業 佐賀市北川副町大字江上101番地13 山田　敏則 0952-97-5290

171 有限会社　山中鉄工 鹿島市大字高津原696番地 山中　喜見 0954-63-3341

172 祐徳設備　株式会社 佐賀市諸富町大字徳富206番地の1 笹岡　貴美 0952-37-6555

173 有限会社　吉原工務店 佐賀市諸富町大字寺井津124番地 吉原　政文 0952-47-2272

174 株式会社　吉原設備 唐津市神田1533番地 吉原　和矢 0955-58-9087

175 吉村空調工業　株式会社 佐賀市嘉瀬町大字扇町2360番地 吉村　松代 0952-22-5596

176 ラインテック　株式会社 杵島郡江北町大字下小田3381番地1 辻　元重 0952-86-3750

177 株式会社　LIXILトータルサービス
LIXILﾘﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽLTS鹿島店 鹿島市浜町字長丁1112番地1 小野　光一 0954-69-8822

178 有限会社　若楠電設 杵島郡大町町大字大町6426番地 小野　國夫 0952-82-3274
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