
R4.12.1現在

氏名又は名称 所在地 電話番号

（有）千歳工業 飯塚市相田685-1 0948-24-1402

庄内設備（株） 飯塚市赤坂480-10 0948-82-5250

白土設備 飯塚市有安540-15 0948-82-5043

山之内工業（株） 飯塚市伊川290-5 0948-21-4304

（有）佐藤設備 飯塚市内野3556-6 0948-72-0886

（株）平山設備 飯塚市潤野1115-4 0948-22-0937

（株）山野住設 飯塚市柏の森114-19 0948-25-4100

前田建設（株） 飯塚市上三緒177-20 0948-21-0045

進栄設備 飯塚市上三緒420-2 0948-43-8482

（有）中村設備工業所 飯塚市菰田東2-16-3 0948-22-4090

（株）深田環境開発工業 飯塚市菰田東2-18-8 0948-22-4470

（株）有光工務店 飯塚市下三緒15-3 0948-23-4546

（有）ジェーエス工業 飯塚市下三緒328-1 0948-23-9724

（株）瓜生建設一工業 飯塚市新立岩8-15 0948-26-2203

（株）三英工業 飯塚市新立岩8-15 0948-29-5562

新生設備 飯塚市勢田59-1 0948-92-6658

（株）東生テクノ 飯塚市勢田1038-13 0948-92-1106

（有）拓進 飯塚市勢田1123-1 0948-92-2985

（株）大貴 飯塚市綱分1481-2 0948-31-1255

山下設備工業 飯塚市津原658-24 0948-25-5585

池田設備（株） 飯塚市鶴三緒1195-1 0948-23-1315

昭和管工 飯塚市天道23 0948-23-2789

千代田工業（株） 飯塚市中169-8 0948-22-1103

（株）草場 飯塚市長尾1186 0948-72-0122

JACCS（株） 飯塚市鯰田1595-16 0948-21-5060

（有）三和設備工業 飯塚市鯰田1701-4 0948-23-8646

福豊設備工業 飯塚市平塚170-11 0948-72-0714

（有）ヤスタケ設備 飯塚市弁分132-7 0948-23-0165

（有）平本設備 飯塚市堀池269-1 0948-23-7756

（有）光邦水道工事店 飯塚市目尾1082-1 0948-21-1132

舞鶴設備工業（株） 飯塚市柳橋小池280-1 0948-22-6394

西日本水道サービス 飯塚市若菜256-65 0948-23-6050

（有）一新住宅 うきは市浮羽町東隈上479-8 0943-77-7464

（株）イースマイル 大阪市中央区瓦屋町3-7-3 06-7739-2525

（有）黒木設備 糟屋郡宇美町大字宇美4362-12 092-933-4951

藤木良弘設備（株） 糟屋郡宇美町障子岳6-12-23 092-932-1254

藤原設備 糟屋郡粕屋町大隈352 092-938-7155

（株）日髙エキップメント 糟屋郡篠栗町和田3-19-12 092-947-8840

（株）ＳＴサービス 糟屋郡新宮町大字立花口2290-60 092-962-0080

髙松設備商会 糟屋郡須恵町大字須恵342-7 092-934-0543

（株）オリオンガス 嘉穂郡桂川町大字瀬戸128-1 0948-22-5157

嘉麻市指定給水装置工事事業者（市外）
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嘉麻市指定給水装置工事事業者（市外）

オガタス住設 嘉穂郡桂川町大字土師28-636 0948-65-5576

（有）福岡設備 嘉穂郡桂川町大字土師3091 0948-65-1035

谷口住設 嘉穂郡桂川町大字土師3363-3 0948-65-3253

（株）明光設備工業 北九州市小倉北区中井3-8-17 093-561-6577

（有）有喜設備商会 北九州市戸畑区椎ノ木町10-16 093-883-0235

（有）戸畑ホーム設備 北九州市戸畑区西大谷2-9-20 093-881-1050

（株）大興設備工業 北九州市戸畑区夜宮3-4-22 093-861-1051

サカエ設備（同） 北九州市門司区風師2-2-30 093-342-7330

（有）藤木水道設備 北九州市八幡西区浅川日の峯2-12-18 093-691-0361

ハマヨシ商会 北九州市八幡西区大字穴生1403-4 093-641-7878

松岡工務店 北九州市八幡西区泉ヶ浦2-10-35 093-601-9171

北筑産業 北九州市八幡西区泉ヶ浦2-14-15 093-622-0131

（有）竹内設備 北九州市八幡西区岩崎2-19-6 093-618-3668

水道屋 北九州市八幡西区沖田2-13-1 093-613-7610

（株）城山水道設備 北九州市八幡西区木屋瀬1-18-22 093-617-2705

（株）未輝設備 北九州市八幡西区笹田12-121 093-617-2290

オーエス設備（株） 北九州市八幡西区三ヶ森4-12-1 093-613-0051

（有）善明産業 北九州市八幡西区竹末1-6-25 093-642-2211

（有）協栄設備工業所 北九州市八幡西区引野1-15-8 093-621-0023

フクダ冷熱 北九州市八幡西区光貞台2-1-8 093-693-5335

三菱電機システムサービス（株） 北九州市八幡東区昭和2-5-25 093-653-1231

（有）梶原設備工業 鞍手郡小竹町新多321 09496-2-0757

角谷水道設備 鞍手郡小竹町新多21-24 09496-2-3967

誠工 田川郡糸田町381-8 0947-42-9391

中川設備 田川郡糸田町1652 0947-26-3300

（有）田川エンジニアリングサービス 田川郡糸田町2089-2 0947-26-2460

谷村住宅設備 田川郡糸田町3232 0947-26-3973

（株）原企画 田川郡糸田町3920-1 0947-26-1314

（株）ナカシマ水道 田川郡川崎町大字田原1699-1 0947-73-2642

上野設備 田川郡福智町上野3127-19 0947-28-6491

（有）藤浦設備 田川郡福智町金田840-7 0947-22-5250

小池設備工業 田川郡福智町神崎1577-3 0947-22-3947

（有）今川工務店 田川市伊田町4-25 0947-42-1486

宮村設備工房 田川市大字伊田1242 0947-46-5225

（有）ヤマショウ 田川市大字伊田2426-9 0947-42-7333

（株）日本守環 田川市大字伊田3506-1-2 0947-85-8920

（有）英設備工業 田川市大字伊田4141-4 0947-46-3890

研寿 田川市大字猪国2885 0947-42-5862

（有）新生工務店 田川市大字川宮1459-1 0947-45-4727

（有）宮田設備商会 田川市大字弓削田162-1 0947-44-0877

嶋本工業株式会社 田川市大字弓削田3470-5 0947-23-0493
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黒石設備 筑紫野市大字牛島386-64 092-924-5746

（有）キヨミ工業 筑紫野市塔原南2-7-42 092-925-5300

（株）洸設備 中間市岩瀬2-25-8 093-246-2602

中嶋工業 中間市通谷2-7-28 093-245-1841

（有）嶋田設備 直方市植木2217-4 0949-28-1909

（有）筑菱冷熱 直方市大字下境3786-2 0949-28-2098

ハシグチ設備 直方市大字下境1358 0949-23-1938

（株）アクアライン 広島市中区上八丁堀8-8 082-502-6644

（株）Ｎ－Vision 広島市中区舟入幸町21-23　1Ｆ 082-275-5227

（有）マルコー設備 福岡市早良区四箇6-7-6 092-812-2387

（株）白金 福岡市中央区白金1-16-19 092-531-2872

（株）山下設備 福岡市西区石丸2-17-6 092-881-8167

（株）コスモリサーチ 福岡市博多区春町2-8-9 092-575-0651

日昌工機（株） 福岡市博多区吉塚5-3-16 092-611-4377

（有）エコシステム 福津市中央1-3-1-504 0940-43-3941

アイ・プラン 宮若市鶴田890 0949-32-1837

（有）石松設備工業 宗像市牟田尻1938-1 0940-62-1557

（株）みやけ商会 行橋市大字下津熊1050 0930-22-1663

昭和工業 行橋市南大橋4-17-27 0930-24-0218

（株）クラシアン 横浜市港北区新横浜1-2-1 045-473-8181

※廃止・休止、事業所の連絡先不明等の事業者は掲載しておりません。


