
事業所名（町内） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(有)藤木設備 ０９５４-６５-５０１５ 杵島郡白石町大字坂田２６０９－１

川﨑管工 ０９５２-８４-４６２８ 杵島郡白石町大字築切４４０６

久野水道工事店 ０９５４-６５-３４０７ 杵島郡白石町大字牛屋３０５８

(有)川﨑設備 ０９５２-８４-３９７９ 杵島郡白石町大字遠江１５３８－１

(有)仲田建設 ０９５２-８４-２４１９ 杵島郡白石町大字馬洗１２０１－１

(有)ヨシオカ ０９５４-６５-４３７７ 杵島郡白石町大字牛屋４３８４－１

馬渡電設 ０９５２-８７-２３２０ 杵島郡白石町大字福富３２２６－１

(有)藤武建設 ０９５４-６５-２１７４ 杵島郡白石町大字坂田１０６９-３

ミゾグチ電気設備 ０９５２-８７-３４５８ 杵島郡白石町大字福富１８１９－１

富士建設(株) ０９５２-８４-２２１７ 杵島郡白石町大字遠江３０３－１３

大串設備工業 ０９５２-８４-３１７０ 杵島郡白石町大字福吉１４７９

(株)日出島建設 ０９５２-８７-２２６１ 杵島郡白石町大字福富下分１９６０

野上設備 ０９５２-７１-７００６ 杵島郡白石町大字福富下分３２０２

荒木建設(株) ０９５４-６５-２１２６ 杵島郡白石町大字戸ケ里１７５８－３

(株)門田電気 ０９５４-６５-２１４６ 杵島郡白石町大字戸ケ里１９７７－１

須古水道工事店 ０９５２-８４-２２０７ 杵島郡白石町大字堤１２７４

野中建設(株) ０９５４-６５-３０５２ 杵島郡白石町大字牛屋３４６６

事業所名（江北町・大町町） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(有)サンエ ０９５２-８６-４３３０ 杵島郡江北町大字惣領分３６７７

(株)峰組 ０９５２-８６-３４７７ 杵島郡江北町大字山口１３９８－１

(株)タケリョー ０９５２-８６-２３２１ 杵島郡江北町大字山口２４１－１

坂井水道工事店 ０９５２-８６-２６３８ 杵島郡江北町大字下小田９４５

(有)若楠電設 ０９５２-８２-３２７４ 杵島郡大町町大字大町６４２６

渕上金物店 ０９５２-８６-２０１７ 杵島郡江北町大字八町６１３

ラインテック(株) ０９５２-８６-３７５０ 杵島郡江北町大字下小田３３８１－１

(有)古川設備 ０９５２-８６-２０１８ 杵島郡江北町大字佐留志１６４

事業所名（武雄市） 電　話　番　号 住　　　　　　所
藤田住環設備 ０９５４-２３-６０５０ 武雄市東川登町大字永野８９７７

(有)大久保商事 ０９５４-３６-３０９２ 武雄市北方町大字大渡３４７６－１

(株)橋口管工社 ０９５４-２２-２９２３ 武雄市朝日町大字中野１０４９６

(株)川内設備工業 ０９５４-２２-２３１８ 武雄市武雄町大字武雄９３－１

武雄ガス(株) ０９５４-２３-２１５８ 武雄市武雄町大字永島１５９４３

(株)冨岡設備工業 ０９５４-２２-３３０７ 武雄市武雄町大字昭和３９-１６

吉村住設 ０９５４-２３-５５４４ 武雄市武雄町大字富岡１０３８１-４

(株)本山建設 ０９５４-２３-８８５１ 武雄市朝日町大字中野１１４０３-３

(有)梶原設備工業 ０９５４-２２-２２２５ 武雄市武雄町大字富岡１１７６６-３

(株)宮原建築企画 ０９５４-２３-１６４７ 武雄市武雄町大字昭和１０－８

(有)タジマ ０９５４-２６-８３３３ 武雄市朝日町大字甘久１２９３－３

(有)古川設備 ０９５４-２３-２４９６ 武雄市朝日町大字甘久２０１２

いちのせ設備 ０９５４-２３-６２２２ 武雄市東川登町大字永野９３５０

(有)山内設備 ０９５４-４５-５０７１ 武雄市山内町大字三間坂甲１２９４５

(株)差形設備 ０９５４-２３-６５５６ 武雄市橘町大字大日１０６６

事業所名（鹿島市） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(株)兼茂 ０９５４-６３-１６１６ 鹿島市大字高津原４００２

(有)山中鉄工 ０９５４-６３-３３４１ 鹿島市大字高津原６９６

(株)大隈設備工業 ０９５４-６２-１３０２ 鹿島市大字納富分１６１４-２

(株)岡田電機 ０９５４-６３-１１６４ 鹿島市大字井手４０

(有)鹿島設備工業所 ０９５４-６３-３２２８ 鹿島市大字中村２２０５－５

(有)西岡建材店 ０９５４-６３-５３０５ 鹿島市大字常広５２０

(株)マツモト ０９５４-６３-１８４１ 鹿島市大字音成丙２２４３

池田設備左官工務店 ０９５４-６２-１７３２ 鹿島市高津原９８０－１

鹿島工設 ０９５４-６３-１３２３ 鹿島市大字納富分４５４６－１

(株)LIXILトータルサービス鹿島店 ０９５４-６９-８８２２ 鹿島市浜町字長丁１１１２－１

家永設備 ０９５４-６２-７１２９ 鹿島市大字山浦丁４４７－２

山口工業 ０９５４-６４-２５２９ 鹿島市大字山浦丙２１０１
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事業所名（嬉野市） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(株)成富建設 ０９５４-６６-２２７７ 嬉野市塩田町大字真崎１７５０

(有)高嶋ポンプ店 ０９５４-６６-２１１１ 嬉野市塩田町大字馬場下甲１８３６

西野住宅設備 ０９５４-６６-２６３２ 嬉野市塩田町大字五町田乙４－２

(株)ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑ ﾑﾗﾀ ０９５４-４３-０４７９ 嬉野市嬉野町大字下宿２８７

ハヤシダ工業 ０９５４-４３-２２８４ 嬉野市嬉野町大字下野甲１０９６

ナカシマ設備 ０９５４-６６-３９２１ 嬉野市塩田町大字久間乙３４６８

事業所名（太良町） 電　話　番　号 住　　　　　　所
村岡技建 ０９５４-６７-０８３３ 藤津郡太良町大字多良６７１８

事業所名（小城市） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(株)中部ガス ０９５２-６６-０８１８ 小城市牛津町大字牛津７７-１

ナガタニ設備 ０９５２-６３-８５０７ 小城市牛津町大字勝１３５５-３２

牛津管工 ０９５２-６６-３３９９ 小城市牛津町下砥川５６７-１

おぎ設備 ０９５２-７２-３７１６ 小城市小城町池ノ上４１０１

馬場設備工業 ０９５２-６６-５７８０ 小城市牛津町勝１－３７

(有)瀬戸工業 ０９５２-７３-５３２７ 小城市三日月町長神田１８０７－４

(株)鮎川電工 ０９５２-７３-４５７４ 小城市三日月町長神田２４４４

三根住設 ０９５２-３７-６４５６ 小城市小城町栗原３７４－１

事業所名（佐賀市） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(有）大坪設備工業 ０９５２-３０-１４６７ 佐賀市鍋島町大字蛎久８７－２

(株)小柳設備 ０９５２-３０-９０９４ 佐賀市八戸溝一丁目１４番３６号

(有)たからべ配管工事店 ０９５２-２３-０２３６ 佐賀市木原二丁目１６番８号

(株)佐賀日化サービス ０９５２-２２-７４８５ 佐賀市嘉瀬町扇町２３９８－１

古賀設備工事(株) ０９５２-３３-９００１ 佐賀市高木瀬西六丁目１１番４号

田島興産(株) ０９５２-２３-３２８１ 佐賀市水ケ江六丁目４番１１号

(有)小栁工業 ０９５２-２９-２６０５ 佐賀市本庄町大字本庄２７９－１

山代ガス(株) ０９５２-２５-１２７５ 佐賀市鍋島町大字八戸２１５３－１

祐徳設備(株) ０９５２-２２-３１４７ 佐賀市嘉瀬町大字中原１６２９-２

(株)アメックス ０９５２-３３-０９１２ 佐賀市開成五丁目７番２８号

(株)グロウ ０９５２-３２-６５９０ 佐賀市鍋島町大字森田１４０５

(株)サン・ホームビルダー ０９５２-３２-３０８０ 佐賀市開成四丁目５番２号

(株)三和工務店 ０９５２-２７-７８０８ 佐賀市巨瀬町修理田４２９

(有)島ﾉ江燃料店 ０９５２-３０-３００４ 佐賀市神園１丁目４番５号

龍設備 ０９５２-９８-２７６３ 佐賀市久保泉町大字上和泉１３５７－４１

(有)早田設備 ０９５２-３０-１４１５ 佐賀市兵庫北五丁目１番１４号

日本住宅設備(株) ０９５２-３１-７１００ 佐賀市若宮二丁目６番３７号

(有)梅野エルピー ０９５２-９８-００４９ 佐賀市久保泉町大字川久保８１９－１０

マスダセツビ ０９５２-９７-０５３１ 佐賀市北川副町大字光法１３３６

野中配管工事店 ０９５２-２４-７０５９ 佐賀市本庄町大字末次８４１－１２

(株)日設工業 ０９５２-６２-５５４０ 佐賀市大和町大字東山田３５８４－４

関衛工業(株) ０９５２-３４-４３３５ 佐賀市高木瀬西三丁目 ８-８

栄城設備工業(株) ０９５２-２４-９１８１ 佐賀市兵庫南三丁目４番地７号

(有)太陽住宅設備 ０９５２-３０-６６５１ 佐賀市鍋島町八戸溝１２６５

丸章設備 ０９５２-５１-３０３６ 佐賀市久保田町大字新田３６９７－５

チワタ総合住設 ０９５２-４５-０７６７ 佐賀市川副町南里１８５６－４

飯塚電機工業㈱佐賀営業所 ０９５２-２２-８５７５ 佐賀市兵庫北一丁目２１番３１号

今村設備工事店 ０９５２-４１-１５８３ 佐賀市本庄町大字鹿子１７２－１

(株)三幸冷凍設備工業 ０９５２-２３-８６９７ 佐賀市巨瀬町大字牛島１５３－１５

(株)本村設備工業 ０９５２-３７-７７８８ 佐賀市鍋島町大字八戸１７２０

(有)アークハウスふくち ０９５２-２３-３３４１ 佐賀市光三丁目１１番１３号

(株)テンプス ０９５２-９７-８０２４ 佐賀市鍋島町大字森田２１０４－１

ハラダ工業(株) ０９５２-２９-６２２０ 佐賀市北川副町大字江上１００－１１

事業所名（伊万里市） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(有)かねこ住設 ０９５５-２３-２８１０ 伊万里市東山代町長浜２０９４－２４

事業所名（唐津市） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(株)コーセツ ０９５５-７２-４８９５ 唐津市神田７０８

事業所名（神埼市） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(株)JAﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ佐賀 ０９５２-５３-８１０５ 神埼市神埼町尾崎７７８

筒井鉄工所 ０９５２-４４-２８１６ 神埼市千代田町下西６２３－３
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事業所名（県外） 電　話　番　号 住　　　　　　所
(有)立花電工 ０９４３-２３-１５３３ 福岡県八女市立花町大字北山４０８-１

シマ工業（株） ０９４４-８７-４４６５ 福岡県大川市大字下林４００－１

(有)スミ設備工業 ０９４３-２２-５４６５ 福岡県八女市川犬１３４９-１

植田管工設備(株) ０９４２-２１-８３０４ 福岡県久留米市南四丁目２９番２２号

大川電気興業(有) ０９４４-８７-７６５４ 福岡県大川市大字小保８０９－１４

(有)榮進設備工業所 ０９２-５６６-０７３４ 福岡市南区柏原一丁目７番７号

(株)クラシアン ０４５-４７３-８１８１ 横浜市港北区新横浜１－２－１

(株)イースマイル ０６-６６３１-７４４９ 大阪市浪速区敷津東3-7-10　イースマイルビル

(株)廣松設備 ０９４４-３２-１２３７ 福岡県三瀦郡大木町大字三八松２２３４－６

岩永設備 ０９４４-３２-０６１３ 福岡県三潴郡大木町大字大角１９６８－１

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

(株)アクアライン ０８２-５０２-６６４４ 広島市中区上八丁堀８－８第１ウエノヤビル６Ｆ


