
古賀市排水設備工事指定工事店一覧表（市外） 令和３年４月１日現在

工事店
番号 工事店名 代表者 工事店住所 電話番号

17 ㈱白金 中川　久美 福岡市中央区白金1丁目16番19号 092ｰ531-2872

19 ㈲力丸住宅設備店 力丸　伸一郎宗像市日の里1丁目6番地7号 0940-36-5308

22 ㈲田中設備工業 田中　直 宗像市田久5丁目1番7号 0940-33-6600

23 ㈱新盛 阿部　盛俊 福岡市博多区下呉服町4番33号 092-291-1266

27 ミノル設備工業㈱ 小田　篤 宗像市稲元2丁目16番10号 0940-32-3596

31 ㈱岩屋工務店 岩屋　敏行 福津市中央6丁目23番2号 0940-42-5878

33 ㈱バイオテック 竜口　允孝 福津市福間南1丁目20番30号 0940-43-4421

39 ㈱トキワ設備 棚町　啓一 福岡市早良区東入部1丁目2番47-201号 092-872-3200

42 中村設備㈱ 中村　茂 福津市上西郷670番地3 0940-42-6286

44 ㈱豊坂水道 豊坂　龍彦 福津市上西郷571番地2 0940-42-5732

46 ㈱古賀住設 古賀　恭治 久留米市東合川5丁目6番29号 0942-44-8880

50 ㈲大成管工 藤木　良輔 糟屋郡宇美町障子岳2丁目14番13号 092-932-3119

52 ㈱立花設備工業 園田　和亀 糟屋郡新宮町大字立花口1064番地 092-962-1108

53 ㈲岡田設備工業 岡田　満 遠賀郡岡垣町大字吉木1158番地5 093-283-3531

55 協和管工㈱ 花田　聡子 宗像市宮田１丁目8番8号 0940-33-6633

59 髙松設備商会 髙松　和彦 糟屋郡須惠町大字須惠342番地7 092-934-0543

60 ㈲豊新工業 合原　豊 糟屋郡新宮町大字三代448番地1 092-962-4005

61 ㈱サンワ商会 原田剛 福岡市早良区祖原20番12号 092-823-2981

63 小田設備㈱ 石塚　裕規 宗像市田熊5丁目4番15号 0940-36-3373

66 ㈱福間住設 秦　和彦 福津市西福間4丁目5番9号 0940-43-3211

68 東工業㈱ 相良　洋介 糟屋郡篠栗町大字尾仲716番地12 092-947-6775

71 福豊設備工業 渡辺　英一 飯塚市平塚170番地11 0948-72-0714

72 ㈲榮進設備工業所 樋口　渥 福岡市南区柏原１丁目7番7号 092-566-0734

76 ㈲石松設備工業 川端　隆宏 宗像市牟田尻1938番地1 0940-62-1557

77 阿部設備サービス 阿部　光正 福津市宮司浜2丁目16番7号 0940-42-5783

78 三共工業㈱ 野﨑　義貴 福岡市博多区吉塚1丁目44番2号 092-623-0127

80 タイセイ商事㈲ 末久　修 福岡市西区拾六町1丁目12番8号 092-891-3900

82 ㈱山下設備 山下　裕美 福岡市西区石丸2丁目17番6号 092-881-8167

86 小林興商㈱ 小林　栄智 福岡市東区松崎3丁目27番17号 092-671-0021

88 ㈱山口設備 山口　剛 糟屋郡志免町御手洗2丁目14番6号 092ｰ626-5885

89 タムラ技研 田村　和男 福津市中央5丁目26番26号 0940-43-3310

90 ㈲マナベ設備 青柳　紀美枝糟屋郡新宮町大字立花口426番地8 092-963-3360

93 藤原設備 藤原　義人 糟屋郡粕屋町大隈352番地 092-938-7155

96 井上工業㈱ 井上　昌剛 福岡市西区福重5丁目5番6号 092-891-3434

97 ㈱カクダイ 角井　大治郎宗像市光岡474番地 0940-34-8534

100 ㈲望月住設 望月　達雄 福岡市西区今津737番地2 092ｰ806-2018

104 有田設備㈱ 梅﨑　博一 福岡市東区箱崎4丁目11番21号 092-641-1661

105 ㈱日髙エキップメント 日高　洋 糟屋郡篠栗町大字和田910番地306 092-947-8840
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106 ㈲佐藤設備 佐藤　英昭 飯塚市内野3556番地6 0948-72-0886

107 ㈲上下水道開発 阿部　敏彦 福岡市博多区竹下１丁目16番26号 092-472-3681

110 ㈱丸藤産業 佐藤　章成 大野城市乙金東１丁目6番27号 092-503-2911

111 ㈲正野建設 正野　恒明 福岡市東区舞松原5丁目5番8号 092ｰ672-4981

113 ㈱岩丸産業 岩下　達也 福岡市早良区田村4丁目8番23号 092-863-2661

114 トモヒサ住設 大曲　智浩 福津市上西郷1090番地1 0940-42-2276

116 ㈱福進設備 福永　登志雄 福岡市博多区東光2丁目22番30号 092-402-2550

117 古賀設備㈲ 久積　英典 春日市須玖南７丁目３８番地 092-518-5999

118 ㈱ユノキ設備 小金丸　剛 福岡市早良区四箇2丁目4番28号 092-811-2911

119 あくてむ㈱ 赤沼　栄治 福岡市東区三苫1丁目3番55号 092-405-6867

120 ㈱森田設備開発 森田　絵里 宗像市徳重163番地1 0940-33-6470

121 ㈲美建工業 池辺　俊佑 太宰府市五条2丁目10番17号 092-922-3579

122 西光設備ホーム㈲ 谷口　洋子 宗像市朝町397番地 0940-33-9986

123 ㈲馬場崎設備 馬場崎　孝庸 筑紫野市針摺東1丁目2番31号 092-924-1672

125 ㈲久江設備工業 久江　清吾 糟屋郡志免町別府4丁目4番28号 092-935-2848

126 ㈱西住設備 西住　智彦 福津市宮司6丁目8番3号 0940-52-5824

127 ㈲直原設備工業 直原　由紀男 宗像市武丸958番地3 0940-32-7339

128 ㈲ビーヱス工業 馬場　一美 福津市小竹1丁目2番11号 0940-42-0241

132 ㈲ケンユウ産業 鬼塚　勝己 福岡市博多区空港前2丁目19番7号 092-612-7456

133 平和工業㈱ 添田　清二郎福岡市中央区平尾1丁目13番12号 092-531-4795

135 ㈲光栄工業 横田　光弘 福岡市南区桧原7丁目25番27号 092ｰ551-5820

136 水輝工業 関　政由輝 糟屋郡篠栗町大字乙犬980番地 092-947-8673

137 ㈲都市住宅設備 髙木　俊伸 福岡市西区姪浜4丁目22番5-301号 092-883-0482

145 ㈲ワイ・エム・エス 辻　幸雄 福岡市博多区上牟田1丁目25番31号 092-452-1620

146 朝日設備工業 谷口　行信 那珂川市王塚台3丁目149番地 092-953-3598

149 ㈱西陵設備 有吉　廣男 福岡市西区野方6丁目22番1号 092-811-7228

156 ㈲青木工業 青木　弘好 筑紫野市大字阿志岐2068番地1 092-925-8356

158 マサキ住設 森田　政喜 宗像市大字徳重82番地3 0940-33-2980

159 ㈱藤木商会 藤木　直典 糟屋郡宇美町障子岳南6丁目5番16号 092-932-1757

161 ㈱ミヤビ工業 柳田　雅晴 福岡市東区千早1丁目20番13号 092-410-8833

166 西野木材㈱ 西野　正信 福津市津屋崎6丁目3番1号 0940-52-0149

167 ㈱ECOライン 末松　幸二 福岡市西区石丸4丁目5番58号 092ｰ891-6154

168 ㈲マルコー設備 内山　雅彦 福岡市早良区四箇6丁目11番6号 092-812-2387

171 ㈱サンセツ 山尾　征吾 福岡市早良区早良4丁目33番10号 092-803-1641

175 日昌工機㈱ 金子　謙二 福岡市博多区吉塚5丁目3番16号 092ｰ611-4377

177 ㈱三機産業 藤木　晴太 筑紫野市杉塚1丁目8番5号 092-923-1414

178 ㈱城東コーポレーション 諌山　幸一 福岡市東区八田1丁目7番32-103号 092ｰ663-6165

179 ㈱佐久間産業 佐久間　英定 宮若市宮田134番地 0949-32-0027
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183 松田水道設備 松田　真治 福津市中央1丁目16番6ﾊﾟｰｸﾊｳｽ福間1115号 0940-43-6988

185 ㈲大宝 吉森　大一作 福岡市東区大字上和白1334番地1ｱｰﾊﾞﾝ21A106 092ｰ681-7121

187 ㈱藤善設備工業 藤根　義法 福岡市東区八田1丁目7番32号FSKビル1号館 092-663-6789

188 ツツミ設備 堤　功二朗 福津市福間南2丁目3番7号 0940-42-4705

191 浜設備 濱　　繁輝 遠賀郡岡垣町旭台4丁目10番2号 093-283-3822

195 豊盟工業㈱ 山﨑　健 福岡市城南区長尾3丁目21番38号 092ｰ561-8371

196 ヒロト設備 阿部　博音 福津市宮司4丁目14番31号 0940-52-3105

199 入江設備 西野　明 福津市津屋崎1丁目36番5号 0940-52-5365

201 ㈱大伸設備 大久保　秀則 福岡市南区和田2丁目12番26号 092-561-1353

202 ケイエス設備 修行　憲二 福岡市東区多々良1丁目11番8号 092-410-2354

203 田中住設㈱ 田中　清和 宗像市池田1737番地 0940-62-0158

205 ㈱おさむ工房 大島　靖 福岡市東区奈多3丁目1番45号 092-719-0822

206 ㈲喜志磨工業 小島　美鈴 福岡市早良区有田8丁目12番17号 092-861-9151

207 ㈱未輝設備 松野　敏明 北九州市八幡西区大字笹田12番地121 093-617-2290

208 水研工業㈱ 白水　雅史 春日市惣利1丁目66番地 092-595-7676

211 コトブキ住宅設備 金子　恵七 福岡市東区筥松3丁目12番1号 092-621-5116

212 ㈲石川設備 石川　博行 福岡市早良区次郎丸3丁目27番地31号 092-874-5112

213 ㈲キヨミ工業 堀　淸美 筑紫野市塔原南2丁目7番42号 092-920-5300

214 ㈲竹内設備 樋口　正樹 北九州市八幡西区岩崎2丁目19番16号 093-618-3668

215 進興設備工業㈱ 井手口　富彦 福岡市南区玉川町4番2号 092-551-6883

216 (株）泉住設 田端　由季絵福岡市西区横浜1丁目45番12号 092-407-0411

220 ㈱南日本電設工業 埓　行徳 福岡市南区清水2丁目13番18号 092-542-0620

221 ㈱千代田工業所 夏井　敏樹 福岡市南区塩原4丁目28番25号 092-512-8431

222 ㈱誠和興産 原　俊次 福岡市早良区内野5丁目21番6 092-803-0113

223 中地設備 中地　幸藏 筑紫野市石崎3丁目30番5号 092-925-8415

224 村尾設備 村尾　悦男 福岡市南区三宅1丁目8番35号 092-512-3171

226 ㈱金屋商会 金屋　貴仁 北九州市八幡西区則松1丁目5番12号 093-691-1195

228 ㈱松岡工務店 松岡　太郎 遠賀郡水巻町吉田東1丁目10番34号 093-981-0236

229 ㈱落合設備 落合　清和 福岡市早良区次郎丸5丁目11番36-4号 092-834-4402

230 ㈱和白設備工業 中村　耕一郎福岡市東区三苫1丁目12番38号 092-606-6035

231 エトウ住宅設備 江頭　武志 福津市花見の里2丁目3番3号 0940-51-1002

236 松尾設備工業 野中　大輔 糟屋郡篠栗町大字尾仲601番地5 092-947-2335

238 ㈱環境クリーン 下村　愼一 北九州市若松区大字蜑住1311番地 093-742-6300

239 ㈱ジェイ・テック 金　美香 福岡市東区高美台1丁目36番10号 092-606-1737

241 石橋設備工業㈱ 石橋　隆広 糸島市高田5丁目21番7号 092-332-7540

242 利管工設備 髙松　利彦 糟屋郡須惠町大字植木848番地3 092-936-8480

243 ㈱トーマス 安藤　健太郎福津市津丸930番地 0940-42-4331

244 ㈱矢七屋 梶原　光男 北九州市八幡西区沖田1丁目14番15号 093-614-8780

245 ㈱遊設 菅沼　秀一 福岡市中央区今泉1丁目3番23-404号 092-982-0641
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246 マルイ住設工業 今井　聰 鞍手郡鞍手室木796番地11 0949-42-0292

247 ㈱キュウエイ 別當　毅彦 福岡市東区原田2丁目20番8号 092-292-8613

248 オーエス設備㈱ 岡﨑　誠児 北九州市八幡西区三ヶ森4丁目12番1号 093-613-0051

249 ㈱アステック 永野　秀憲 糟屋郡新宮町三代725番地5 092-962-2522

250 ㈱吉竹設備工業 吉竹　清幸 春日市春日原東町3丁目28番地 092-501-0188

251 ㈱カワキタ 黄田　敬二郎太宰府市坂本1丁目8番5号 092-923-2569

252 ㈱敏設備工業 修行　敏也 福岡市南区桧原7丁目22番8号 092-211-1849

253 友愛メンテナンス㈱ 原田　優興 福津市上西郷28番地37 0940-42-3553

254 髙松設備工業 髙松　健二 糟屋郡須恵町大字植木415番地8 092-936-7090

257 酒井建設㈱ 酒井　謙二 福岡市東区青葉1丁目11番5号 092-692-2075

260 ㈱筑紫商会 花田　嘉基 太宰府市水城3丁目24番7号 092-921-1155

261 ㈲ヤマミ設備 山見　栄希 福岡市博多区井相田3丁目3番32号 092-573-3659

262 古澤設備 古澤　清法 糟屋郡須惠町大字須恵200番地6 092-932-8518

264 サカエ設備合同会社 堀田　栄吾 北九州市門司区風師2丁目2番30号 093-342-7330

266 ㈱Thanks 白木　勝 福岡市西区吉武832番地4 092-515-8919

267 カッパー工業㈱ 冨田愼二郎 福岡市中央区笹丘2丁目22番34号 092-733-1351

268 ㈱福田工務店 福田　秀徳 遠賀郡遠賀町大字木守966番地 093-293-0168

269 三和産業㈱ 西本　和則 北九州市八幡西区力丸町22番14号 093-603-2299

270 ㈲久山設備工業 井上　貴寛 糟屋郡久山町大字山田866番地8 092-976-0573

271 ㈱サンエスト設備 山村　志真 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目10番7号 092-260-9399

272 山本設備工業㈱ 山本　慎一 福岡市南区清水3丁目5番27号 092-554-5930

273 西部ガスリアルライフ福岡㈱ 砥綿　孝幸 福岡市南区向野2丁目8番18号 092-551-3737

275 ㈲出水設備工業 岩﨑　くるみ 福岡市西区大字吉武403番地14 092-811-6455

276 ㈱ケイテック 桐島　ひとみ 糟屋郡新宮町新宮32番地 092-692-8693

277 ㈱ブルーライン 吉村　昭 福岡市早良区野芥8丁目25番22号 092-804-1178

278 中嶋工業 中嶋　茂 中間市通谷2丁目7番28号 093-245-1841

279 ㈲善明産業 善明　正彦 北九州市八幡西区竹末1丁目6番25号 093-642-2211

280 ㈱森設備 森　正章 大野城市南ヶ丘5丁目11番2号 092-596-1322

281 ㈱朝日プラント 玉置　順男 福岡市南区別府3丁目14番27号 092-844-2511

282 ㈱アクエアー 大田　健 福岡市東区松島3丁目14番6号ｵﾌｨｽﾊﾟﾚｱ松島I-B-1 092-260-7298

285 ㈲嶋田設備 嶋田　幸助 直方市植木2217番地4 0949-28-1909

286 ㈱天水工 谷　水城 福岡市博多区竹丘町2丁目4番7号 092-586-9273

287 ㈱グッドライト 髙木　正太 福岡市西区拾六町5丁目431番地 092-834-7564

288 脇田設備 脇田　誠 福岡市西区愛宕南2丁目5番9号 090-7537-9519

289 花田設備 花田　勝義 宗像市城西ケ丘3丁目3番3号 0940-35-3074

290 ㈱アースライン 松永　武 福岡市博多区那珂1丁目3番37号 092-982-0247

291 イイダ工業 飯田　虎彦 福岡市西区野方5丁目54番4号 092-201-6786

293 正環テクノ㈱ 矢野　秀記 福岡市城南区南片江5丁目19番7号 092-707-5440
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294 吉井設備 吉井　剛志 福津市津屋崎5丁目22番2号 0940-51-3903

295 辻設備 辻　秀則 宗像市徳重1丁目14番17号 0940-35-0488

296 ㈱九設　福岡支店 田島　貴博 福岡市博多区上牟田1丁目11番25号TAﾋﾞﾙ2F 092-409-3770

297 ㈱U.S.P 内　賢治 福岡市西区羽根戸11番地1 092-407-5116

298 ㈱都市住宅設備 岩坪　靖洋 福岡市早良区次郎丸5丁目11番52号 092-866-8566

299 福設サービス㈱ 井上　慎一郎北九州市小倉北区中井1丁目25番6号 093-561-7174

300 九栄 大村　雄二 福岡市東区舞松原5丁目8番3号 092-672-5348

301 リフレ福岡㈱ 田中　隆二 北九州市小倉南区長野1丁目6番30号 093-474-2728

302 ㈱武末設備 武末　健次 福岡市早良区大字西960番地 092-804-3450

303 大久保設備 大久保　博樹 福岡市南区若久6丁目60番28号 092-541-1737

305 染川設備 染川　時 糟屋郡新宮町下府4丁目2番1号ﾘﾍﾞﾙﾀ新宮304 092-692-7489

306 第一設備工業㈱ 大野　幹也 北九州市八幡西区筒井町9番14号 093-642-8400

307 アーバン・デザイン 岡崎　真澄 中間市長津2丁目19番2号 090-7390-5000

308 ㈱Ａ・Ｔhome 尾崎　恵史 福岡市東区下原1丁目14番4号 092-672-5554

309 豊田設備 豊田　幹也 糟屋郡須惠町大字上須惠777番地1 092-933-4037

310 ㈱東筑設備工業 池田　隆浩 筑紫野市二日市北4丁目30番８-504号 092-985-7445

311 ミズケン 水本　健太郎福岡市南区弥永4丁目10番8-1号 092-707-8926


