○給水装置工事事業者一覧（町内業者）
業者名
住所
有限会社 池田鉄工所
大町町大字福母1807
有限会社 若楠電設
大町町大字大町6426
有限会社 山下建設
大町町大字大町6802-1
フタミ綜合開発 株式会社
大町町大字福母1800-31
武雄ガス株式会社 大町支店 大町町大字福母2442
有限会社 緒方建設
大町町大字福母1504-1
溝上住設
大町町大字福母2224
○給水装置工事事業者一覧（町外業者）
業者名
住所
有限会社 ふるかわガス
武雄市武雄町大字富岡11571-3
株式会社 佐電工 武雄営業所武雄市東川登町永野字大坪100-3
藤田住環設備
武雄市東川登町大字永野8977
いちのせ設備
武雄市東川登町大字永野9350
株式会社 友廣建設
武雄市西川登大字神六27439
株式会社 川内設備工業
武雄市武雄町大字武雄93-1
株式会社 宮原建築企画
武雄市武雄町大字昭和10-8
吉村住設
武雄市武雄町大字冨岡10381-4
有限会社 上田設備
武雄市武雄町大字武雄2002
株式会社 冨岡設備工業
武雄市武雄町大字昭和39-16
有限会社 大久保商事
武雄市北方町大字大渡3476-1
三興設備工業 有限会社
武雄市北方町大字大崎2301-1
株式会社 本山建設
武雄市朝日町大字中野11403
有限会社 ナカヤマ設備
武雄市朝日町大字甘久2569-3
有限会社 野田文生
武雄市朝日町大字甘久2012
株式会社 橋口管工社
武雄市朝日町大字中野10496
有限会社 タジマ
武雄市朝日町大字甘久1293-3
南里工務店
多久市多久町2939-1
有限会社 中垣設備
多久市北多久町小侍1056
タナカ設備
多久市北多久町大字小侍778
サガンシテｲー設備
佐賀市大和町池上2816
田島興産 株式会社
佐賀市水ケ江六丁目4番11号
有限会社 小柳工業
佐賀市本庄町大字本庄279-1
有限会社 早田設備
佐賀市兵庫北五丁目1番14号
飯塚電機工業 株式会社
佐賀市兵庫北1丁目21番31号
佐賀営業所
こすもすレジデンス１Ｆ
山代ガス 株式会社
佐賀市鍋島町大字八戸2153-1
有限会社 大坪設備工業
佐賀市鍋島町蛎久87-1
有限会社 グロウ
佐賀市鍋島町大字森田1405
有限会社 太陽住宅設備
佐賀市鍋島町大字八戸溝1265
有限会社 エスケイシステム
佐賀市鍋島3丁目9-2
有限会社 ユノカ
佐賀市高木瀬西4丁目15番8号
株式会社 三和工務店
佐賀市高木瀬西四丁目13番12号
農協プロパン 株式会社
佐賀市栄町2-1
稲富設備
佐賀市久保田町大字久保田444-1
有限会社 梅野エルピー
佐賀市久保泉町川久保819-10
有限会社 たからべ配管工事店佐賀市木原二丁目16番8号
チワタ総合住設
佐賀市川副町南里1856-4
ハラダ工業 株式会社
佐賀市北川副町大字江上100番地11
千代田工業 株式会社
佐賀市神園二丁目8-8
祐徳設備 株式会社
佐賀市嘉瀬町大字中原1629-2
株式会社 タワラ
佐賀市嘉瀬町大字一五2236-3
有限会社 相良設備工業
佐賀市開成三丁目6番35号
株式会社 本村設備工業
佐賀県佐賀市鍋島町八戸1720
有限会社 元村設備
佐賀市川副町大字早津江1116
森園設備
佐賀市西与賀町厘外1589-11

平成29年2月現在
電話番号
0952-82-2015
0952-82-3274
0952-82-2606
0952-71-3123
0952-82-3078
0952-82-4881
0952-82-4037
電話番号
0954-23-2467
0952-23-8100
0954-23-6050
0954-23-6222
0954-28-2133
0954-22-2318
0954-23-1647
090-3600-7412
0954-23-4600
0954-22-3307
0954-36-3092
0954-36-4478
0954-23-8851
0954-22-4537
0954-23-2496
0954-22-2923
0954-26-8333
0952-74-3264
0952-74-3505
0952-74-3342
0952-62-6455
0952-23-3281
0952-29-2605
0952-30-1415
0952-22-8575
0952-25-1275
0952-30-1467
0952-32-6589
0952-30-6651
0952-31-5884
0952-30-6621
0952-31-7395
0952-84-3141
0952-68-5070
0952-98-0049
0952-23-0236
090-8391-6745
0952-29-6220
0952-30-1405
0952-22-3147
0952-29-7701
0952-31-0739
0952-37-7788
0952-45-1769
0952-60-6223

○給水装置工事事業者一覧（町外業者）つづき
業者名
住所
有限会社 馬渡電設
杵島郡白石町福富3506
有限会社 川崎設備
杵島郡白石町大字遠江1538-1
有限会社 ヨシオカ
杵島郡白石町有明牛屋4384-1
有限会社 藤木設備
杵島郡白石町大字坂田2609-1
株式会社 タケリョー
杵島郡江北町大字山口241-1
有限会社 サンエ
杵島郡江北町大字惣領分3677
坂井水道工事店
杵島郡江北町大字下小田945
ラインテック 株式会社
杵島郡江北町下小田3381-1
筒井鉄工所
神埼郡千代田町大字下西623の3
三宝設備
唐津市鎮西町丸田字副7432-1
株式会社 ＬＩＸＩＬ ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞ
鹿島市浜町字長町1112-1
ｽ
株式会社 大隈設備工業
鹿島市大字納富分1515
有限会社 鹿島設備工業
鹿島市大字中村2053
株式会社 兼茂
鹿島市大字高津原4002
株式会社 岡田電気
鹿島市大字井手40番地
有限会社 山中鉄工
鹿島市大字高津原696
山口工業
鹿島市大字山浦甲348-1
株式会社 鮎川電工
小城市三日月町長神田2444
有限会社 瀬戸工業
小城市三日月町長神田1807-4
有限会社 天山液化ガス
小城市小城町大字畑田764
永渓設備
小城市小城町大字勝1355-32
三根住設
小城市小城町栗原374-1
牛津管工
小城市牛津町下砥川567-1
馬場設備工業
小城市牛津町勝1番地37
株式会社 中部ガス
小城市牛津町牛津77-1
池上設備
小城市牛津町70-22麻生ｱﾊﾟｰﾄ202
中島設備
嬉野市大字下宿丁414-1
有限会社 高嶋ポンプ店
嬉野市塩田町大字馬場下甲1836
山下設備
嬉野市塩田町大字大草野丙193-2
西野住宅設備
嬉野市塩田町大字五町田乙4-2
川菱 株式会社
伊万里市二里町八谷搦見112-23
○給水装置工事事業者一覧（県外業者）
業者名
住所
岩永設備
福岡県三潴郡大木町大字大角1968-1
植田管工設備 株式会社
福岡県久留米市南四丁目29番22号
株式会社 古賀住設
福岡県久留米市東合川5丁目6番29号
株式会社 和水住設
福岡県久留米市三潴町清松249-3
有限会社 村尾
福岡県大川市大字小保30番地
株式会社 上山建設
長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1
株式会社 クラシアン
神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1
株式会社 イースマイル
大阪府大阪市浪速区敷津東3-7-10
株式会社 N.I.C
広島県広島市中区舟入幸町21-23 1F

電話番号
0952-87-2320
0954-84-3976
0954-65-4377
0954-65-5015
0952-86-2321
0952-86-4330
0952-86-2638
0952-86-3750
0952-44-2816
0955-82-1412
0954-69-8822
0954-62-1302
0954-63-3228
0954-63-1610
0954-63-1164
0954-63-3341
0954-64-2529
0952-73-4574
0952-73-5327
0952-72-5100
0952-66-1996
0952-37-6456
0952-66-3399
0952-66-5780
0952-66-0818
0954-43-0707
0954-66-2111
0954-66-2387
0954-66-2632
0955-23-0525
電話番号
0944-32-0613
0942-21-8304
0942-44-8880
0942-64-5816
0944-86-2523
0956-85-6000
045-473-8181
06-6631-7449
082-275-5227

