
株式会社　ミズホ技研 天神５丁目１番１５号　天神ロイアルハイツ３０３号 713-8125 西日本住設 株式会社 神松寺２丁目７番２２号 864-3421

株式会社　花田設備 春吉３丁目２５番１８号 761-2172 株式会社　協和システム 片江２丁目２１番１６号 801-1680

平和工業　株式会社　 平尾１丁目１３番１２号 531-4795 株式会社　田中設備工業 田島４丁目２０番２２号 874-6700

指定工事店名 所在地 電話番号 指定工事店名 所在地 電話番号 有限会社　豊栄水道工業所 平尾１丁目３番１６号 521-8724 株式会社　シンセイ 田島４丁目５番１号 836-8146

三浦造園土木建設　株式会社 青葉１丁目１９番２１号 691-1439 ＵＰ　株式会社　福岡支店 井相田１丁目１０番１－５号室 592-8300 株式会社　野﨑工業所 平尾３丁目３０番７号 531-2838 鶴田工業　株式会社 長尾３丁目２７番２３号 531-4343

株式会社　ユウキサービス 青葉２丁目２８番１０号 215-1500 積水ハウス建設九州株式会社 井相田２丁目１０番１３号 588-0200 株式会社　遊設 平和３丁目１９番２３号　１F 982-0641 豊盟工業　株式会社　 長尾３丁目２１番３８号 561-8371

酒井建設　株式会社 青葉１丁目１１番５号 692-2075 有限会社　ヤマミ設備 井相田３丁目３番３２号 573-3659 福岡市管工事協同組合 平和３丁目２０番１０号 531-3066 トキワ工業　株式会社 長尾５丁目７番２５号 861-3510

株式会社　Ｐｌｕｓ 香椎３丁目１番１８号　ユニエル香椎Ⅱ １ 671-1616 キューハイテック　株式会社 板付６丁目３番３２号 582-9001 西日本三建サービス 株式会社 舞鶴２丁目４番５号 751-1112 有限会社 ミヤケビルメンテナンス 樋井川１丁目１２番１０号 861-9301

株式会社　ジェイ・テック 香椎駅東３丁目１４番１０号 692-9230 木村土建　株式会社　 大井１丁目６番３号 621-6358 大橋エアシステム　株式会社　 薬院２丁目３番４１号 781-1231 株式会社　ｍｏｒｅ 樋井川３丁目２５番１１号 512-2646

しげの設備 香椎照葉１丁目１番３６号 673-0339 株式会社　節水普及センター 堅粕１丁目１番２－２０ 651-7050 山陽設備工業　株式会社　 六本松２丁目１番１号 741-2813 有限会社　トラスト 東油山１丁目９番３３号 871-8540

株式会社　豊友技建工業 蒲田２丁目２５番３０号 691-5662 楠原工業　有限会社　 堅粕１丁目２０番１９号 651-6677 積水ハウス建設九州株式会社　福岡支店 東油山２丁目７番１７号 862-8600

有限会社　大宝 大字上和白１３３４番地１ アーバン２１Ａ棟１０６ 681-7121 有限会社　三笠設備工業 堅粕２丁目１３番１３号 651-1623 指定工事店名 所在地 電話番号 富装設備 東油山５丁目１４番９号 871-4001

有限会社　今泉設備工業 雁の巣１丁目５番１１号 606-2609 株式会社　エイトライン 堅粕４丁目１４番２２－４０５号 292-4200 有限会社　ジョーケン 井尻１丁目２４番１７号 588-3335 株式会社　朝日プラント 別府３丁目１４番２７号 844-2511

ａｎｇｅプランニング 雁の巣２丁目１４番７号１０２ 080-5740-6096 サンリツ工業　株式会社 堅粕４丁目２２番２９号 472-0710 有限会社　大場商店 井尻２丁目２５番３号 581-1684 株式会社　那須工業 別府７丁目１１番３１号 851-7471

有限会社　宮本産業建設 大字志賀島１２７４番地 603-1748 大丸建設　株式会社　 金の隈２丁目１７番２２号 504-5643 西日本設備工業　株式会社　 大楠２丁目１４番４号 531-3761 協英工業　株式会社 干隈２丁目３３番８号 865-9058

株式会社　Ａ・Ｔ ｈｏｍｅ未来 下原１丁目１４番４号 672-5554 株式会社　九設　福岡支店 上牟田１丁目１１番２５号　ＴＡビル２Ｆ 409-3770 株式会社　トゴウ 曰佐３丁目６番１６号 558-5891 株式会社　濱田設備工業 南片江２丁目１１番１７号 861-0923

有限会社　亜細亜設備工業 社領１丁目５番１２号 621-7274 ＮＳＫ　株式会社 上牟田１丁目２５番３１号 621-8845 株式会社　九南　福岡支店 折立町９番１５号 584-3111 株式会社　ＡＧシステム 南片江４丁目２２番１０号 874-1880

有限会社　アプロ 高美台１丁目３６番１０号 605-6181 有限会社　ワイ・エム・エス 上牟田１丁目２５番３１号 452-1620 有限会社　榮進設備工業所 柏原１丁目７番７号 566-0734 日々輝設備 南片江４丁目２６番２２－４ 407-5528

株式会社　ケイエス設備 多々良１丁目１１番８号 410-2354 瑞穂工業　株式会社 上牟田１丁目２５番３１号 451-4500 株式会社 三愛建設工業 警弥郷１丁目１０番１０号 586-5207 正環テクノ　株式会社 南片江５丁目１９番７号 707-5440

株式会社　蘭設備プランニング 多の津１丁目１４番１号 626-9333 有限会社　ケンユウ産業 空港前２丁目１９番７号 612-7456 株式会社　奈良屋工業 皿山１丁目８番５号 562-5672 有限会社　大東設備 南片江５丁目１９番１２号 865-5173

北設備工業　株式会社　 多の津４丁目１８番１６号 621-1836 株式会社　新盛 下呉服町４番３３号 291-1266 株式会社　福設　 塩原４丁目１番７号 511-5670

株式会社　森島興業 多の津４丁目１２番３５号４０１ 292-5729 有限会社　深江工業所 下呉服町７番５号 291-3182 有限会社　川上設備工業所 塩原４丁目１０番２３－１ sent.bld 101号 554-8100 指定工事店名 所在地 電話番号

有限会社　中島設備商会 多の津４丁目１２番３５号 624-7340 有限会社　下河商会 新和町１丁目１番２０号 404-0331 おはよう設備　有限会社 塩原４丁目１７番２２号　松島ビル101 090-5286-6462 株式会社　野田管工事 荒江２丁目１２番１－７０３号 823-3682

株式会社　トウテック 多の津５丁目１１番１１号 623-7575 合資会社　田島商会 住吉５丁目１５番２０号 431-4791 株式会社　千代田工業所 塩原４丁目２８番２５号 512-8431 株式会社　水設 有田４丁目３２番１１号 400-0028

株式会社　ミヤビ工業 千早１丁目２０番１３号 410-8833 株式会社　天水工 竹丘町二丁目４番７号 586-9273 株式会社　南日本電設工業 清水２丁目１３番１８号 542-0620 ロート・ルーターサービス　株式会社　福岡 曙１丁目５番１８号 841-3110

株式会社　寅友工 土井３丁目１番３０号 207-7700 有限会社　上下水道開発 竹下１丁目１６番２６号 472-3681 シンカ　株式会社 清水２丁目１５番１８号 408-6003 田井設備　株式会社 有田４丁目３２番１１号 834-3350

株式会社　野澤造園 名子１丁目１２番 410-5900 有限会社　九州設備工業 竹下２丁目５番２３号 431-0861 山本設備工業　株式会社　 清水３丁目５番２７号 554-5930 貴設備 有田７丁目１０番３－４０５ 980-4843

株式会社　おさむ工房 奈多３丁目１番４５号 719-0822 須賀工業　株式会社　九州支店 千代二丁目８番３２号 651-4731 株式会社　古屋工業所 高宮３丁目１１番２８号 531-1661 有限会社　喜志磨工業 有田８丁目１２番１７号 861-9151

古藤設備 箱崎３丁目５番３９号 643-0646 有限会社　野田設備 千代３丁目３２番１-１０３号 632-0577 進興設備工業　株式会社　 玉川町４番２号 551-6883 神谷設備 飯倉４丁目３１番１５－１０２ 871-2813

有田設備　株式会社　 箱崎４丁目１１番２１号 641-1661 ケイテック　株式会社 月隈１丁目１番１号 292-1877 城設 長丘１丁目１８番３号 555-6411 水道屋スマイリー 飯倉４丁目２０番３号 231-2753

株式会社　藤原組 箱崎６丁目１１番３４号 641-8631 株式会社　福進設備 東光２丁目２２番３０号 402-2550 株式会社　光信 長丘１丁目１９番１７号　パオ長丘１０３ 554-1125 有限会社　長島設備 飯倉８丁目１番２１号 871-3477

有限会社　山村工業 箱崎ふ頭４丁目１０番７号 641-8700 株式会社　アースライン 那珂１丁目３番３７号 982-0247 株式会社　創和 長丘５丁目７－８－１０１ 562-2089 株式会社　鹿毛工業 飯倉８丁目４番２５号 801-3378

株式会社　サンエスト設備 箱崎ふ頭４丁目１０番７号 260-9399 株式会社　クリマテック　九州支店 奈良屋町６番２９号 281-1314 基聖産業　株式会社　 長住１丁目１番４６号 553-1270 株式会社　誠和興産 内野５丁目２１番６号 803-0113

コトブキ住宅設備 筥松３丁目１２番１号 621-5116 西部電気工業　株式会社 博多駅東３丁目７番１号 418-3175 株式会社　エイショウ 長住５丁目１番５号 511-6905 旭住設 内野６丁目６番３０号 803-1461

株式会社　城東コーポレーション 八田１丁目７番３２－１０３ 663-6165 日本ファシリオ　株式会社　福岡支店 博多駅前１丁目３１番１７号東宝福岡ビル７階 289-2460 株式会社　福菱冷機 那の川１丁目１１番２０号 534-5160 北﨑設備 大字西２１０１番地 804-8590

株式会社　藤善設備工業 八田１丁目７番３２ FSKﾋﾞﾙﾄﾞ1号館 663-6789 斎久工業　株式会社　九州支店 博多駅前２丁目２０番１号 411-3339 株式会社　九電工　福岡支店 那の川１丁目２４番１号 525-2721 株式会社　武末設備 大字西９６０ 804-3450

北東工業　株式会社 原田１丁目６番１－２ 409-8490 三機工業　株式会社　九州支店 博多駅前３丁目２番１号 517-8852 株式会社　佐伯工業 野多目１丁目５番３号 541-9646 ＦＴＨシステム 大字脇山２４３８番地２０ 080-3185-2037

株式会社　キュウエイ 原田２丁目２０番２８号 292-8613 株式会社　菱熱 博多駅南１丁目８番１３号 411-5741 尾形設備工業　有限会社　 野間４丁目３６番１９号 541-2575 有限会社　毛利設備工業 小田部２丁目１２番２４号 843-0773

株式会社　モト建創工 東浜１丁目１９３－６ 643-6606 株式会社　クリアライト 東那珂１丁目２番１１号 472-0011 株式会社　森下配管工業 花畑２丁目６番５号 565-3911 プラスワン　株式会社 小田部２丁目１４番５号－２０２ 400-8077

株式会社　ベース・テック 二又瀬新町１０番２８号 621-8845 株式会社　福樹 東那珂２丁目４番１０号 980-7320 有限会社　阿部商会 花畑２丁目２４番９号 565-8823 株式会社　サンセツ 早良４丁目３３番１０号 803-1641

東和施設工業　株式会社　 馬出１丁目１１番８号 651-0698 株式会社　中村設備 東那珂３丁目４番２８号 260-7199 有限会社　水工社 桧原６丁目１５番７号 555-5343 株式会社　ユノキ設備 四箇１丁目８番４８号 811-2911

株式会社　博東設備工業 馬出２丁目５番５号 641-1003 株式会社　クラシアン　福岡支社 東比恵２－２２－２４　エルグレイス東比恵１階 482-1856 株式会社　敏設備工業 桧原７丁目２２番８号 211-1849 有限会社　ナラザキ住設 四箇２丁目７番１１号 400-0830

西日本工商 馬出２丁目５番１７号 643-9955 有限会社　武内住宅設備機器 麦野１丁目３０番１４号 591-0783 有限会社　山田設備 桧原７丁目４８番２８号 566-3835 有限会社　八木工業 四箇２丁目７番１１号 811-6537

株式会社　鬼木商店 馬出５丁目３６番４１号 651-2140 株式会社　アヴァンス開発 諸岡１丁目２０番１５－８０７ 501-7764 株式会社　白戸設備 桧原７丁目２３番１７号 408-8970 有限会社　菰田設備 四箇４丁目３番１６号 811-1066

アースクリン　株式会社 舞松原２丁目１７番４３号 662-6264 三陽工事　株式会社 吉塚１丁目２７番１７ 611-4028 有限会社　光栄工業 桧原７丁目２５番２７号 551-5820 株式会社　ＣＲＡＦＴＳ 四箇６丁目２１番３５号 982-0270

有限会社　正野建設 舞松原５丁目５番８号 672-4981 株式会社　石田設備 吉塚１丁目３４番２号 621-0080 九州大電設備　株式会社 的場２丁目３６番２３号 589-6122 有限会社　マルコー設備 四箇６丁目１１番６号 812-2387

九栄 舞松原５丁目８番３号 672-5348 三共工業　株式会社　 吉塚１丁目４４番２号 623-0127 株式会社　中原工務店 的場２丁目２５番５号 591-1400 有限会社　伊藤商会 四箇６丁目２９番３号 865-2220

有限会社　森弘設備工業所 松崎１丁目１７番２４号 681-0643 大同設備工業　株式会社　 吉塚３丁目１７番５号 611-5261 株式会社　徳永設備工業 的場２丁目２５番５号 585-5745 オクト　株式会社 四箇６丁目７番６号 811-6055

真崎施設　株式会社　 松崎２丁目１０番２号 681-3927 株式会社　九設 吉塚４丁目３番３４号 612-5231 村尾設備 三宅１丁目８番３５号 512-3171 株式会社　三光工業 四箇田団地３４番２０５号 090-4350-0694

小林興商　株式会社　 松崎３丁目２７番１７号 671-0021 株式会社　大方工業所　福岡営業所 吉塚４丁目１１番３４号 260-7323 増田工業 三宅２丁目７番２７号 551-2022 有限会社　ヤナセホーム 重留５丁目１３番１３号 804-7733

株式会社　フジネツ工業 松島１丁目１５番２９号 622-1120 日昌工機  株式会社 吉塚５丁目３番１６号 611-4377 西部ガスリアルライフ福岡　株式会社 向野２丁目８番１８号 551-3797 森田設備工業 重留７丁目３２番２号 986-3063

上政工業　株式会社　 松島１丁目２４番７号 612-5121 西部ガス設備工業　株式会社 吉塚５丁目１３番２号 624-8515 株式会社　オリエント総合設備 向野２丁目１０番３５号 551-5933 有限会社　和幸設備工業 重留７丁目１１番３６号 804-5078

有限会社　エイセイ協同 松島１丁目４番１９号 621-4516 株式会社　坂本風呂 吉塚６丁目５番２８号 611-1992 有限会社　愛浩設備 屋形原４丁目８番３４号 566-6478 株式会社　長濱住設 重留７丁目１５番２０号 804-7831

株式会社　アクエアー 松島３丁目１４番６号 260-7298 ミズケン 弥永４丁目１０番８　１号室 707-8926 龍華設備工業 重留７丁目７番１６号 803-0036

アクアテック　株式会社 松島３丁目１４番８号 710-7684 指定工事店名 所在地 電話番号 大當　株式会社　 柳瀬１丁目６番７号 571-1178 三栄工業　株式会社　 次郎丸２丁目１５番１号 873-2100

熊川工業　株式会社 水谷３丁目２６番２０号 672-8867 有限会社　平野設備 今川２丁目６番２８号 751-6640 久田工業 老司２丁目９番８０号 565-2792 有限会社　石川設備 次郎丸３丁目２７番３１号 874-5112

株式会社　和白設備工業 三苫１丁目１２番３８号 606-6035 空研工業　株式会社 大濠公園２番３９号 741-5031 有限会社　佐藤管工設備 老司３丁目２３番９号 564-1056 宝満設備工業　株式会社　 次郎丸４丁目１０番５５号 871-9737

株式会社　ライフコネクト 三苫６丁目１９番３６号 410-9051 大勇工業　株式会社　 大宮１丁目２番６号 521-6536 有限会社　英友工業 老司５丁目４０番３３号 710-2626 株式会社　落合設備 次郎丸５丁目１１番３６－４号 834-4402

有限会社　東興業 若宮２丁目３４番５号 673-1112 日進設備工業　株式会社 大宮２丁目３番４号 531-7038 大久保設備 若久６丁目６０番２８号 541-1737 株式会社　都市住宅設備 次郎丸５丁目１１番５２号 866-8566

株式会社　東管工 若宮２丁目３６番１号 671-0111 カッパ―工業　株式会社 笹丘２丁目２２番３４号 733-1351 株式会社　大伸設備 和田２丁目１２番２６号 561-1353 株式会社　サンワ商会 祖原２０番１２号 823-2981

株式会社　たから 若宮４丁目１４番１８号 661-9644 株式会社　白金 白金１丁目１６番１９号 531-2872 不二商企画 田隈３丁目６８番２３号 801-1436

拓馬商会 和白東２丁目１番３８号 607-1681 株式会社　西原衛生工業所　九州支店 天神３丁目９番２５号　東晴天神ビル 781-7425 指定工事店名 所在地 電話番号 株式会社　曙設備工業所 田村４丁目１５番１０号 801-7247

中　央　区（１７社）

早　良　区（６０社）

福岡市排水設備指定工事店（４６７社） 令和５年４月１日現在
東　区（５８社） 博　多　区（４９社）

南　区（４８社）

城　南　区（２０社）



株式会社　岩丸産業 田村４丁目８番２３号 863-2661 株式会社　ＧＲテック 拾六町５丁目４３１番地 707-7940 小池住宅産業　株式会社　 糸島市前原中央２丁目６番７号 322-1822 株式会社　ＳＡＮＳＨＯＵ 北九州市八幡西区本城東１丁目１番４１ 093-482-8686

株式会社　イタクラ 西入部４丁目１番１３号 400-1015 能住設備 田尻１丁目１４番１１号－４０５ 090-7454-8107 株式会社　ネクストシステム 糸島市前原東１丁目６－７１　２F 332-0753 中村設備工業　株式会社 北九州市八幡西区椋枝２丁目９番３号 093-883-7697

株式会社　日栄設備 野芥２丁目２９番３号 861-2572 株式会社　龍設備工業 田尻東４丁目２６７０番地１ 834-8588 五和建設興産 うきは市浮羽町朝田１４０－１ 0943-77-7640 マルイ住設工業 鞍手郡鞍手町室木７９６－１１ 0949-42-0292

陽設 野芥５丁目８番３５号 985-6735 吉岡工業　株式会社 戸切３丁目１番７号 811-2220 トヨタ設備　株式会社 大川市大字酒見２７９番地１　大川中央ビル１０２号 0944-85-8327 株式会社　ＭＴ 久留米市大善寺町宮本４１番地５ 0942-48-0063

株式会社　大慶ビルド 野芥６丁目５１番３５号 865-3070 吉岡設備工業 戸切３丁目３番１７号 811-0017 有限会社　梅野エルピー 大川市大字三丸７７４－３ 090-8832-4955 株式会社　国益 久留米市野中町１４０番地の１５ 0942-43-1251

有限会社　笠設備工業 野芥６丁目６番１８号 873-5011 株式会社　タイト綜合管理 戸切３丁目３８番１４号 812-3136 有限会社　西南空調 大野城市大城２丁目４番１６号 504-0819 株式会社　ユニイチ 久留米市東合川４丁目９－２５ 0942-45-3033

株式会社　ブルーライン 野芥８丁目２５番２２号 804-1178 壱岐設備工業　有限会社　 野方１丁目８番２６号 811-6097 株式会社　丸藤産業 大野城市乙金東１丁目６番２７号 503-2911 株式会社　古賀住設 久留米市東合川５丁目６番２９号 0942-44-8880

アシスト設備 野芥８丁目４番１８号 201-6622 株式会社　德翔 野方２丁目１３番１３号 894-8010 吉岡設備 大野城市下大利４丁目３番４号 595-1619 福岡管工設備 古賀市薦野１９１９番地１ 090-5489-7976

株式会社　博山ファシリティ 原２丁目１番１８号 822-0029 株式会社　大研 野方２丁目１８番３５－１号 834-5095 悠悠ホーム　株式会社 大野城市筒井４丁目４番１７号 816-0931 有限会社　ホットサポート 古賀市新久保２丁目１６番１６号 940-7160

有限会社　寺崎設備工事店 原４丁目２０番３０号 831-4048 有限会社　青木工業所 野方３丁目５番３４号 836-9698 サン工業　株式会社 大野城市仲畑１丁目１６番５号 588-2111 有限会社　フジモト営建工業 古賀市新原字中ノ坪７３１－４ 943-1227

仲道設備工業 原５丁目１６番２１号　ﾒｲｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ原5-2-101 231-2277 株式会社　つばき 野方４丁目８番２号 811-5610 家入設備工業 大野城市月の浦５丁目９番１６号 982-1262 株式会社　白川設備工業 古賀市中央３丁目１番９号 942-5370

合同会社　グランデ・テルース 原８丁目２５番１５号 980-1207 有限会社　福建設備 野方４丁目２５番１号 812-0016 南信設備　株式会社　 大野城市平野台４丁目１６番２１号 982-0393 株式会社 マスダ設備工業 古賀市花見南１丁目１４番２８号 943-2855

株式会社　トキワ設備 東入部１丁目２番４７号－２０１ 872-3200 有限会社　原住宅設備 野方５丁目２９番７号 407-4277 有限会社　木本設備工業 大野城市御笠川２丁目６番１３号 513-3688 粕屋管工業 古賀市舞の里４丁目９番５号 516-6577

株式会社　野村商店 東入部１丁目２番４７号－２０２ 407-6415 イイダ工業 野方５丁目５４番４号 201-6786 有限会社　ムサシ工業 大野城市緑ヶ丘２丁目７番２号 589-7107 有限会社　松尾設備 古賀市筵内１１６３番地 943-2828

有限会社　佐藤商会 東入部１丁目２番４７号－２０３ 872-3070 有限会社　アイ・エム・プロン 野方５丁目５４番１３号 812-0284 株式会社　森設備 大野城市南ヶ丘５丁目１１番２号 596-1322 有限会社　美建工業 太宰府市五条２丁目１０番１７号 922-3579

西部水道工事　株式会社　 東入部１丁目２番４７号－２０４ 872-3103 鑑工業　株式会社 野方５丁目１７番１０号 834-3303 有限会社　平田設備 大野城市南ヶ丘７丁目１６番５号 596-0420 株式会社　カワキタ 太宰府市坂本１丁目８番５号 923-2569

株式会社　和ビルデングスコーポレーション 東入部８丁目２９番１号 804-6041 有限会社　原住宅サービス 野方６丁目６番２４号 883-0422 有限会社　髙野商会 大野城市山田四丁目１８番４３号 581-3169 株式会社　筑紫商会 太宰府市水城３丁目２４番７号 921-1155

石橋設備工業　株式会社 南庄３丁目１番５号 407-8780 株式会社　西陵設備 野方６丁目２２番１号 811-7228 正原住設 遠賀郡岡垣町中央台４丁目３番５号 093-283-2140 中地設備 筑紫野市石崎３丁目３０番５号 925-8415

株式会社　隆工業 南庄３丁目１番５号 407-8660 有限会社　創設工業 福重１丁目１番３５号 516-0482 明俊工務店 遠賀郡水巻町二東３丁目１９番３５号 093-202-1388 有限会社　青木工業 筑紫野市大字阿志岐２０６８－１ 925-8356

イドシタ設備 南庄５丁目４番２６－１０６号 822-9030 井上工業　株式会社　 福重５丁目５番６号 891-3434 有限会社　吉武設備工業 糟屋郡志免町桜丘２丁目１６番２号 935-7476 朝日総建　株式会社 筑紫野市大字阿志岐２５１９－２２ 928-5707

カツミ工業　株式会社　 富士見１丁目１番１９－１０５号 807-3355 株式会社　吉竹設備工業 春日市春日原東町３丁目２８番地 501-0188 有限会社　天山工業 筑紫野市大字天山２８４番地１ 927-0068

指定工事店名 所在地 電話番号 ダイトム　株式会社　 富士見３丁目２３番１１号 806-4692 有限会社　ダイコウ商会 春日市白水ヶ丘５丁目３９番地 565-2805 廣技研 筑紫野市岡田２丁目１８番３号 926-0737

株式会社　ワイテック 愛宕浜２丁目３番１１号 882-9975 株式会社　持田管工 富士見３丁目２３番１１号 806-4848 古賀設備　有限会社　 春日市須玖南７丁目３８番地 518-5999 株式会社　一新工業 筑紫野市上古賀４丁目８番８号 922-8111

中村設備 愛宕南１丁目９番１３号 881-1004 株式会社　創水設備 室見が丘２丁目１４番１号 776-5814 水研工業　株式会社 春日市惣利１丁目６６番地 595-7676 サニー設備　株式会社 筑紫野市大字隈２４９ 919-7132

脇田設備 愛宕南２丁目５番９号 891-3383 有限会社　みとま住設 姪の浜１丁目２番１０号 881-0784 株式会社　マサ設備 春日市弥生２丁目１４ 574-5802 中央設備　株式会社　 筑紫野市杉塚６丁目１０番７号 923-1144

株式会社　ビー・エイド中西 飯氏９３５－６ 807-5866 有限会社　都市住宅設備 姪の浜４丁目２２番５号　３０１号 883-0482 有限会社　黒木設備 糟屋郡宇美町大字宇美４３６２番地の１２ 933-4951 株式会社　三機産業 筑紫野市杉塚１丁目８番５号 923-1414

溝上設備 壱岐団地１２１番３号 834-7711 有限会社　若葉設備工業 姪浜駅南４丁目４番１１号 881-3734 瀬戸設備 糟屋郡宇美町四王寺坂３丁目２４番４２号 984-3528 有限会社　サンクルホーム 筑紫野市杉塚４丁目２番５号 921-6767

ＡＩＥシステム　株式会社 生の松原１丁目２番９－４０５ 882-7774 株式会社　泉住設 横浜１丁目４５番１２号 407-0411 有限会社　大成管工 糟屋郡宇美町障子岳２丁目１４番１３号 932-3119 有限会社　キヨミ工業 筑紫野市塔原南２丁目７番４２号 920-5300

株式会社　北西工業 生の松原２丁目３－３２ 407-0541 有限会社　松尾設備工業 横浜１丁目１４番１８号 806-7308 モリフト設備 糟屋郡宇美町障子岳南２丁目４番６号 933-4518 株式会社　東筑設備工業 筑紫野市二日市北４丁目３０番８－５０４ 985-7445

有限会社　島野 生の松原３丁目２４番１号 881-2790 株式会社　山﨑設備工業 横浜３丁目１９番３号 806-8301 株式会社　岩本設備 糟屋郡宇美町若草１丁目３番８号 688-2986 田中住宅産業　株式会社　 筑紫野市諸田５５－３ 926-4355

久保設備建設 生の松原４丁目２８番４号 881-9743 株式会社　Ｔｈａｎｋｓ 吉武８３２－４ 515-8919 藤原設備 糟屋郡粕屋町大隈３５２ 938-7155 有限会社　新栄システム 那珂川市今光５丁目１７０番地 952-1159

株式会社　親和 生の松原４丁目３３番８号 883-7677 株式会社　倉田 糟屋郡粕屋町長者原東２丁目１３番１号 938-2708 福山設備 那珂川市恵子６丁目９番１５号 952-0765

有限会社　城南工業 生の松原４丁目１５番７号 895-2331 指定工事店名 所在地 電話番号 松山工業　株式会社　 糟屋郡粕屋町若宮２丁目８番２０号 938-2245 真心水道設備　株式会社 那珂川市王塚台１丁目２４５番地 981-6470

タニイ設備 石丸１丁目１８番４－４０７号 883-5153 株式会社　フクダヤ 朝倉郡筑前町原地蔵１８５５－８番地 0946-22-3373 東工業　株式会社　 糟屋郡篠栗町大字尾仲７１６番地１２ 947-6775 朝日設備工業 那珂川市王塚台３丁目１４９番地 953-3598

株式会社　山下設備 石丸２丁目１７番６号 881-8167 有限会社　松本建設 朝倉郡筑前町依井１４０９番地の３ 0946-24-1515 有限会社　久江設備工業 糟屋郡志免町別府４丁目４番２８号 935-2848 株式会社　ビークラフト 那珂川市大字西畑１０２５番地３ 515-6330

株式会社　スマイル工房 石丸２丁目１７番６号 834-5387 株式会社　大日　甘木支店 朝倉市馬田３６６番地１ 0946-22-1131 有限会社　三設 糟屋郡志免町別府東３丁目１番２０号 935-2928 アーバン・デザイン 中間市長津２丁目１９番２号 090-7390-5000

株式会社　ＥＣＯライン 石丸４丁目５番５８号 891-6154 株式会社　平山設備 飯塚市潤野１１１５番地４ 0948-22-0937 株式会社　山口設備 糟屋郡志免町御手洗２丁目１４番６号 626-5885 有限会社　馬場崎設備 筑紫野市針摺東１丁目２番３１号 924-1672

有限会社　荒川設備 今宿青木２１３番地 807-0419 株式会社　昭和管工 飯塚市天道６８番地 0948-23-2789 株式会社　光商会 糟屋郡宇美町宇美中央１丁目１０番１０号 932-0682 友愛メンテナンス 株式会社 福津市上西郷２８－３７ 0940-42-3553

有限会社　久保設備工業 今宿青木４６１番地の４ 807-3699 福豊設備工業 飯塚市平塚１７０－１１ 0948-72-0714 株式会社　日髙エキップメント 糟屋郡篠栗町和田３丁目１９番１２号 947-8840 有限会社　ビーエス工業 福津市小竹１丁目２番１１号 0940-42-0241

増田設備工業 今宿上ノ原１６４番地１ 806-7399 舞鶴設備工業　株式会社 飯塚市柳橋２８０－１ 0948-22-6394 株式会社　ケイテック 糟屋郡新宮町大字新宮３２ 692-8693 株式会社　トーマス 福津市津丸９３０ 0940-42-4331

Ｋａｊｉ企画　住宅設備 今宿東１丁目１８－３ 807-1195 西日本水道サービス 飯塚市若菜２５６－６５ 0948-23-6050 株式会社　立花建設 糟屋郡新宮町大字原上１７９３－１ 962-3624 吉井設備 福津市津屋崎５丁目２２番２号 0940-51-3903

シナノ設備　株式会社　 今宿東１丁目５番８号 807-6521 井手設備工業所 糸島市有田３６番地の１ 322-0847 染川設備 糟屋郡新宮町下府４丁目２番１号　リベルタ新宮３０４ 692-7489 株式会社　福間住設 福津市西福間４丁目５番９号 0940-43-3211

濵口設備 今宿東２丁目１８－２５ 806-3948 株式会社　ユウケン工業 糸島市有田中央２丁目１－３６ 332-8978 株式会社　アステック 糟屋郡新宮町三代７２５－５ 962-2522 株式会社　バイオテック 福津市福間南１丁目２０番３０号 0940-43-4421

エトウ工業　株式会社　 今宿町２８２番地の５ 807-0547 有限会社　大塚設備 糸島市飯原１９０１ 324-2039 有限会社　豊新工業 糟屋郡新宮町緑ヶ浜２丁目２１番１５号 962-4005 大祥工業　有限会社 宗像市東郷１丁目７番２１号 0940-37-4770

有限会社　藤原住宅設備 今津３０５７－１ 806-5645 有限会社　豊栄設備 糸島市浦志２丁目３番３０号 322-3447 髙松設備工業 糟屋郡須恵町大字植木４１５－８ 936-7090 有限会社　力丸住宅設備店 宗像市日の里１丁目６番地７号 0940-36-5308

有限会社　望月住設 今津７３７番地の２ 806-2018 髙倉工業 糸島市浦志２丁目４番１８号 321-2866 株式会社　ハマダ機工 糟屋郡須恵町大字植木２０１番地５ 937-4315 株式会社　カクダイ 宗像市光岡４７４番地 0940-34-8534

株式会社　冨永商店 大字飯氏８５８番地３ 806-7811 株式会社　稗田設備工業 糸島市加布里４丁目１０番１８号 322-2779 株式会社　利管工設備 糟屋郡須恵町大字植木８４８－３ 936-8480 協和管工　株式会社　 宗像市宮田１丁目８番８号 0940-33-6633

株式会社　松尾管工 大字桑原１１１５番地の１ 806-3830 有限会社　椎葉商会 糸島市神在西３丁目１１番１号 322-4495 豊田設備 糟屋郡須恵町大字上須恵７７７番地１ 933-4037 有限会社　石松設備工業 宗像市牟田尻１９３８番地１ 0940-62-1557

株式会社　Ｕ.Ｓ.Ｐ 大字羽根戸１１－１ 407-5116 重松住宅機器サービス 糸島市高上２３４－４ 323-0576 古澤設備 糟屋郡須恵町大字須恵２００－６ 932-8518 有限会社　丸山設備 八女郡広川町大字広川３８－１ 0943-32-5195

株式会社　フルテック 大字羽根戸３８７ 834-6572 株式会社　重松設備工業 糸島市志登５０６番地２ 332-2365 有限会社　森広設備工業 糟屋郡須恵町大字須恵２３３番地の７ 933-6890 株式会社　みやけ商会 行橋市大字下津熊１０５０番地 0930-22-1663

有限会社　出水設備工業 大字吉武４０３番地の１４ 811-6455 創設工業 糸島市志摩井田原１６１１－１９ 327-4740 髙松設備商会 糟屋郡須恵町大字須恵３４２－７ 934-0543

株式会社　環境施設 小戸３丁目５０番２０号 894-6168 株式会社　設備のマルハ 糸島市志摩久家４９７－１ 090-8661-4316 株式会社　長澤工務店 糟屋郡須恵町大字上須恵１２０３番地１ 933-0008

竹内住設 小戸３丁目３０番３１号 881-4726 有限会社　橋本工業 糸島市志摩初２７７－３６ 327-3488 小森設備 糟屋郡久山町大字久原１７７３－５ 976-1618

株式会社　高野商店 小戸４丁目５番２８号 881-1382 ＪＵＮ設備機工 糸島市曽根５６６－８ 321-0553 石原建設　株式会社 嘉麻市下山田７１５番地９ 0948-53-3264

株式会社　松浦設備 小戸５丁目１０番１４号５０６ 090-6842-3801 モリタ住宅機器 糸島市高田４丁目２４番３６号 322-6586 株式会社　ユーテック 嘉麻市山野１３５－８９ 0948-42-8458

名古屋設備工業 上山門１丁目１１番８号 891-2250 サニテック 糸島市南風台７丁目４－１５ 332-0001 福設サービス　株式会社 北九州市小倉北区中井１丁目２５番６号 093-561-7174

株式会社　ＲＥＧＡＲＥ 下山門３丁目９番３０号 836-6166 株式会社　水栄設備 糸島市二丈武５丁目９番６号 325-9700 株式会社　本多設備工業 北九州市小倉南区城野１丁目１３番６号 093-921-7777

株式会社　ぜん 下山門３丁目９番１８号 836-5822 ミスミ工業 糸島市二丈武５丁目４番２０号 325-2867 株式会社　廣田工務店 北九州市小倉南区朽網東２丁目１４番１０号 093-473-9177

タイセイ商事　有限会社　　 拾六町１丁目１２番８号 891-3900 しいば設備 糸島市二丈深江１８２８番地の２２ 325-2885 サカエ設備　合同会社 北九州市門司区風師２丁目２番３０号 093-342-7330

株式会社　米田商会 拾六町２丁目２番１５号 894-2306 松坂住設工業 糸島市二丈深江６１８－３ 325-0070 有限会社　ヤマノ設備 北九州市八幡西区香月西３丁目１１番３５号 093-616-6704

株式会社　グッドライト 拾六町３丁目１３番１２号 834-7564 株式会社　浦山設備工業 糸島市二丈吉井３７２５番地５ 326-5124 三和産業　株式会社 北九州市八幡西区力丸町２２－１４ 093-603-2299

ナカムラ設備 拾六町３丁目１５－３０ 883-8152 有限会社　三﨑バーナー商会 糸島市前原駅南３丁目１２番１号 322-2388 オーエス設備株式会社 北九州市八幡西区三ヶ森４丁目１２番１号 093-613-0051

オオハシ設備 拾六町５丁目１７－１２-１０５ 882-4866 有限会社　中下設備 糸島市前原北４丁目１６番６２号 322-2459 株式会社 九州水道修理サービス 北九州市八幡西区引野２丁目８番１号 093-644-2886

　　●福岡市道路下水道局下水道管理課
　　　　　　　　　　　　　  　電話(092)711-4534
　
　　●福岡市管工事協同組合
　　　　　　　　　　　　　　　電話(092)531-3066

　　●給排水メンテナンスセンター
　　　　　　　　　　  　　　　電話0120-1132-55

西　区（７２社）

市　外（１４３社）
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