
工事店名（町内・21） 住所 ＴＥＬ

荒木建設株式会社 白石町大字戸ケ里1758-3 0954-65-2126

大串設備工業 白石町大字福吉1479 0952-84-3170

株式会社兼茂　白石町支店 白石町大字坂田813 0954-65-5188

有限会社 川﨑設備 白石町大字遠江1538-1 0952-84-3979

有限会社 小森開発 白石町大字深浦6034 0954-65-2538

株式会社 JAﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ佐賀 白石町大字馬洗190-1 0952-84-3141

白石電設工業 白石町大字築切17-1 0952-84-3316

須古水道工事店 白石町大字堤1274 0952-84-2207

有限会社 藤武建設 白石町大字坂田1069-3 0954-65-2174

有限会社 中園建設 白石町大字新明1783番地 0954-65-4540

有限会社 仲田建設 白石町大字馬洗1201-1 0952-84-2419

野上設備 白石町大字福富下分3202 0952-71-7006

野中建設株式会社 白石町大字牛屋3466 0954-65-3052

橋本設備 白石町大字福富下分2875-9 0952-87-3455

株式会社 肥前道路 白石町大字戸ケ里3657 0954-65-4717

株式会社 日出島建設 白石町大字福富下分1960 0952-87-2261

有限会社 藤木設備 白石町大字坂田2609-1 0954-65-5015

富士建設株式会社 白石町大字遠江303-13 0952-84-2217

ミゾグチ電気設備 白石町大字福富1819-1 0952-87-3458

馬渡電設 白石町大字福富3226-1 0952-87-2320

有限会社 ヨシオカ 白石町大字牛屋4384-1 0954-65-4377

工事店名（江北町・9） 住所 ＴＥＬ

井原産業株式会社 江北町大字佐留志2178 0952-86-3121

坂井水道工事店 江北町大字下小田945 0952-86-2638

有限会社 サンエ 江北町大字惣領分3677 0952-86-4330

株式会社 タケリョー 江北町大字山口241-1 0952-86-2321

有限会社 成平建設 江北町大字下小田401 0952-86-4594

有限会社 日生開発 江北町大字山口9番地2 0952-86-4756

渕上金物店 江北町大字八町613 0952-86-2017

有限会社 古川設備 江北町大字佐留志164 0952-86-2018

ラインテック株式会社 江北町大字下小田3381-1 0952-86-3750

工事店名（大町町・1） 住所 ＴＥＬ

有限会社 若楠電設 大町町大字大町6426 0952-82-3274

工事店名（武雄市・10） 住所 ＴＥＬ

白石町下水道排水設備工事店(H30年4月1日現在・地区毎50音順）



いちのせ設備 武雄市東川登町大字永野9350 0954-23-6222

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

株式会社 川内設備工業 武雄市武雄町大字武雄93-1 0954-22-2318

ケーツー株式会社 武雄市武雄町大字富岡11571-3 0954-28-9366

株式会社 差形設備 武雄市橘町大字大日1066 0954-23-6556

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

株式会社 日本建設公社 武雄市武雄町大字武雄6734 0954-22-2454

松田建設株式会社 武雄市北方町大字志久2572-4 0954-36-4381

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

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

工事店名（嬉野市・3） 住所 ＴＥＬ

ナカシマ設備 嬉野市塩田町大字久間乙3468 0954-66-3921

株式会社 成富建設 嬉野市塩田町大字真崎1750 0954-66-2277

西野住宅設備 嬉野市塩田町大字五町田乙4-2 0954-66-5260

工事店名（鹿島市・7） 住所 ＴＥＬ

家永設備 鹿島市大字山浦447-1 0954-62-7129

鹿島工設 鹿島市大字納富分4546-１ 0954-63-1323

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

㈱山口工業 鹿島市大字山浦甲348-1 0954-60-4074

有限会社 山中鉄工 鹿島市大字高津原696 0954-63-3341

㈱LIXILﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ　鹿島店 鹿島市浜町字長丁1112-1 0954-69-8822

株式会社　モツモト 鹿島市大字音成丙2243-1 0954-63-1841

工事店名（小城市・6） 住所 ＴＥＬ

株式会社 鮎川電工 小城市三日月町長神田2444 0952-73-4574

牛津管工 小城市牛津町下砥川567-1 0952-66-3399

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

株式会社 中部ガス 小城市牛津町牛津77-1 0952-66-0818

株式会社ナガタニ設備 小城市牛津町上砥川1827-1 0952-63-8507

三根住設 小城市小城町栗原374-1 0952-37-6456

工事店名（佐賀市・30） 住所 ＴＥＬ

有限会社　アークハウスふくち 佐賀市光3-11-13 0952-23-3341

株式会社 アメックス 佐賀市開成5丁目7-28 0952-33-0912

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

上原設備 佐賀市本庄町末次458-5 0952-37-7545

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

有限会社 榮進設備工業所 佐賀市北川副町新郷660-3 0952-27-0699



エコ住設 佐賀市本庄町大字本庄954-1 0952-22-3010

有限会社 エスケイシステム 佐賀市鍋島3丁目15-14 0952-31-5884

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

関衛工業株式会社 佐賀市高木瀬西三丁目8-8 0952-34-4335

株式会社 グロウ 佐賀市鍋島町大字森田1405 0952-32-6590

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

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

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

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

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

有限会社 早田設備 佐賀市兵庫北五丁目1-14 0952-30-1415

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

田島興産株式会社 佐賀市水ヶ江六丁目４番１１号 0952-23-3281

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

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

日本住宅設備株式会社 佐賀市若宮二丁目6-37 0952-31-7100

野中配管工事店 佐賀市本庄町大字末次841-12 0952-24-7059

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

福岡建設株式会社 佐賀市兵庫南4-18-12 0952-24-1216

福地配管工事有限会社 佐賀市鍋島町大字八戸溝1296-3 0952-30-3431

丸章設備 佐賀市久保田町大字新田3697-5 0952-51-3036

森園設備 佐賀市西与賀町大字厘外1589-11 0952-60-6223

株式会社 本村設備工業 佐賀市鍋島町大字八戸1720 0952-37-7786

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

工事店名（伊万里市・1） 住所 ＴＥＬ

山口設備 伊万里市松浦町中野原2279-1 0955-26-2198

工事店名（神埼市・1） 住所 ＴＥＬ

有限会社 中島建設 神埼市神埼町神埼23 0952-52-1413

☆下水道への接続工事は

　　町の指定工事店以外では行えません。

　　（全90社）

問い合わせ：白石町役場

下水道課下水管理係

電話：０９５２－８４－７１２０


