
R3.6.18 現在

名　　　称　 電話番号 FAX 番号

佐賀空調株式会社 22-3068 22-3069 佐賀市 新栄東一丁目7番43号

大洋設備 22-4369 － 佐賀市 西与賀町相応津6番地

株式会社　シグマ 26-7661 25-7617 佐賀市 鍋島町八戸3005番地

有限会社　大坪設備工業 30-1467 33-1228 佐賀市 鍋島町蛎久87番地2

株式会社　日設工業 62-5540 62-5539 佐賀市 大和町東山田3584番地4

佐賀配管工事　株式会社 23-8326 23-8666 佐賀市 本庄町本庄279番地19

株式会社　小柳設備 30-9094 30-9303 佐賀市 八戸溝一丁目14番36号

有限会社　たからべ配管工事店 23-0236 26-0602 佐賀市 木原二丁目16番8号

株式会社　三和工務店 27-7808 27-7809 佐賀市 巨勢町修理田429番地

有限会社　東栄電気工業所 26-2288 26-2289 佐賀市 大財北町6番20号

有限会社　三幸冷凍設備工業 23-8697 23-8696 佐賀市 巨勢町牛島153番地の15

北村設備工業　株式会社 29-4735 29-3631 佐賀市 西与賀町厘外1222番8

古賀設備工事　株式会社 33-9001 33-9003 佐賀市 高木瀬西六丁目11番4号

有限会社　宮田設備 45-2096 45-5080 佐賀市 川副町福富1174番地の3

有限会社　原口設備工業 45-0179 45-0748 佐賀市 川副町鹿江1508番地3

祐徳設備　株式会社 37-6555 37-6557 佐賀市 佐賀市諸富町大字徳富206-1

有限会社佐賀ユノカ 30-6621 30-6620 佐賀市 高木瀬西四丁目15番8号

山代ガス　株式会社 25-1275 26-9245 佐賀市 鍋島町八戸2153番地1

田島興産　株式会社 23-3281 22-7756 佐賀市 水ヶ江６丁目4番11号

こが設備 68-2649 68-2649 佐賀市 久保田町久富2823番地の3

株式会社　本田設備 29-5748 29-5746 佐賀市 北川副町新郷804番地1

稲富工務店　株式会社 68-5070 68-5071 佐賀市 久保田町久保田444番地1

株式会社　富士建 64-2331 64-2340 佐賀市 富士町下熊川159番地68

有限会社　相良設備工業 31-0739 31-1124 佐賀市 開成三丁目6番35号

有限会社　小栁工業 29-2605 29-2614 佐賀市 本庄町本庄279番地1

千代田工業　株式会社 30-1405 30-1538 佐賀市 神園二丁目8番8号

葉隠設備工業　株式会社 24-8185 24-8270 佐賀市 光二丁目1番13号

有限会社　早田設備 30-1415 30-1896 佐賀市 兵庫北五丁目１番１４号

株式会社　アメックス 33-0912 33-4055 佐賀市 開成五丁目7番28号

株式会社　佐電工 23-4144 23-4190 佐賀市 天神一丁目4番3号

丸章設備 株式会社 51-3036 51-3157 佐賀市 久保田町新田3697番地5

有限会社　福地建設 23-9555 23-9566 佐賀市 鍋島町八戸1721番地2

ENEOSｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ株式会社佐賀支店 24-0331 24-9846 佐賀市 西与賀町厘外797番地2

牛島配管工事 31-2389 31-3082 佐賀市 高木瀬東二丁目4番13号

有限会社　米倉設備工業 24-0223 23-6992 佐賀市 嘉瀬町扇町2444番地

株式会社　パイプライン 31-6191 31-6714 佐賀市 鍋島町八戸溝1274番地20

有限会社　小副川設備 63-0688 63-0852 佐賀市 富士町下熊川原田21番地

マスダセツビ 97-0531 97-0518 佐賀市 北川副町光法1336番地

サガンシティー設備 62-6455 62-6439 佐賀市 大和町池上2816番地

関衛工業　株式会社 34-4335 32-4006 佐賀市 高木瀬西三丁目8番8号

セツビ・フルカワ 29-1103 29-1107 佐賀市 西与賀町今津乙92番地

江口設備 62-2603 62-2603 佐賀市 大和町久池井1528番地144

日本住宅設備　株式会社 31-7100 31-5337 佐賀市 若宮二丁目6番37号

西九州設備 26-4441 26-4441 佐賀市 八戸二丁目8番36号

有限会社　山田設備工業 29-5334 29-5374 佐賀市 北川副町江上101番地13

株式会社　辻組工務店 30-9191 30-9197 佐賀市 高木瀬西三丁目9番10号
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小城市水道事業指定給水装置工事事業者名簿

有限会社　梅野エルピー 98-0049 98-2870 佐賀市 久保泉町川久保819番地10

有限会社　エスケイシステム 64-8421 62-7339 佐賀市 大和町東山田2091番地の1

浦設備興業 45-7562 45-8032 佐賀市 東与賀町飯盛448番地15

チワタ総合住設 45-0767 45-0767 佐賀市 川副町南里1856番地4

有限会社　太陽住宅設備 30-6651 32-6110 佐賀市 鍋島町八戸溝1265番地

株式会社　ライフラインコネクト 36-6950 36-6965 佐賀市 兵庫北二丁目10番3号

飯塚電機工業株式会社佐賀営業所 22-8575 22-8580 佐賀市 兵庫町藤木354番地1

株式会社　本村設備工業 37-7788 37-7787 佐賀市 鍋島町大字八戸1720

野中配管工事店 24-7059 24-7059 佐賀市 本庄町末次841番地12

システムライフ 20-0771 20-0772 佐賀市 大財五丁目8番3号

北川設備工業 20-6622 20-6622 佐賀市 川副町西古賀277番地

株式会社　テンプス 97-8024 97-8027 佐賀市 嘉瀬町大字十五1466番地

森園設備 60-6223 60-6339 佐賀市 西与賀町厘外1589-11

株式会社　佐賀日化サービス 22-7485 22-7483 佐賀市 嘉瀬町扇町2398-1

アールイービルド　株式会社 65-9412 65-4221 佐賀市 兵庫町大字渕1810-13

株式会社　Ｍ建設 37-5272 37-5273 佐賀市 八戸溝一丁目6-11

ハラダ工業株式会社 0952-29-6220 0952-29-6226 佐賀市 北川副町大字江上100番地11

キシカワ住設 0952-97-7993 0952-45-3848 佐賀市 川副町大字福富22-10

有限会社　アークハウスふくち 0952-23-3341 0952-23-3583 佐賀市 佐賀市光三丁目11番13号

株式会社　サン・ホームビルダー 0952-32－3080 0952-32-3085 佐賀市 開成４－５－２

中川内設備 0952-65-4059 0952-65-4059 佐賀市 金立町大字千布2398番地5

株式会社　新栄 0952-62-3316 0952-62-2130 佐賀市 大和町大字尼寺1139番地10


