
◎武雄市下水道排水設備指定工事店　一覧 R3.4.1現在

商号又は名称 代表者名 〒 事業所の所在地 電話番号

株式会社プラマー 大川内　康孝 843-0151 武雄市若木町大字川古7465番地 26-2023

有限会社岩永組 岩永　巖 849-2302 武雄市山内町大字鳥海8166番地3 45-3035

株式会社川内設備工業 川内　修 843-0022 武雄市武雄町大字武雄93番地1 22-2318

有限会社上田設備 上田　量己 843-0022 武雄市武雄町大字武雄438番地1 23-4600

株式会社ＪＡライフサポート佐賀　白石営業所 松尾　一紀 849-1114 杵島郡白石町大字馬洗190番地1 0952-84-3141

有限会社大坪設備工業 松本　剛 849-0931 佐賀市鍋島町大字蛎久87番地2 0952-30-1467

有限会社古川設備 中野　誠 843-0001 武雄市朝日町大字甘久2012番地 23-2496

株式会社興国建設 石井　善一 849-2305 武雄市山内町大字宮野983番地1 45-2545

株式会社本山建設 本山　泰宏 843-0002 武雄市朝日町大字中野11403番地3 23-8851

山代ガス株式会社 大塚　浩司 840-0857 佐賀市鍋島町大字八戸2153番地1 0952-25-1275

株式会社橋口管工社 橋口　普久 843-0002 武雄市朝日町大字中野10496番地 22-2923

下平設備 下平　修三 849-2302 武雄市山内町大字鳥海8163番地2 45-3152

有限会社若楠電設 小野　國夫 849-2101 杵島郡大町町大字大町6426番地 0952-82-3274

中島設備 中島　正浩 843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿丁414番地1 0954-43-0707

株式会社中山組 中山　恒幸 849-2302 武雄市山内町大字鳥海9798番地 45-2143

株式会社西有田土木 松尾　俊典 849-4162 西松浦郡有田町上内野丙3430番地1 0955-46-3273

有限会社山内設備 岩﨑　俊昭 849-2303 武雄市山内町大字三間坂甲12945番地 45-5071

株式会社笠原電設 笠原　秀子 847-0832 唐津市石志4459番地1 0955-58-8067

有限会社相良設備工業 相良　廣太郎 849-0934 佐賀市開成三丁目6番35号 0952-31-0739

株式会社下建設 下　今朝隆 844-0018 西松浦郡有田町本町乙3007番地8 0955-43-2294

株式会社冨岡設備工業 冨岡　正信 843-0023 武雄市武雄町大字昭和39番地16 22-3307

有限会社タジマ 田島　光生 843-0001 武雄市朝日町大字甘久1293番地3 26-8333

大黒設備 下平　哲也 843-0002 武雄市朝日町大字中野8739番地2 23-3844

有限会社鹿島設備工業所 西　和彦 849-1304 鹿島市大字中村2205番地5 0954-63-3228

株式会社差形設備 差形　一夫 843-0013 武雄市橘町大字大日1066番地 090-3667-3312

有限会社山中鉄工 山中　喜見 849-1311 鹿島市大字高津原696番地 0954-63-3341

有限会社大久保商事 大久保　敏文 849-2202 武雄市北方町大字大渡3476番地1 0954-36-3092

株式会社西村組 西村　博 849-1411 嬉野市塩田町大字馬場下甲529番地1 0954-66-2211

株式会社宮原建築企画 宮原　敏 843-0023 武雄市武雄町大字昭和10番地8 0954-23-1647

木須建設株式会社 木須　洋州 849-2303 武雄市山内町大字三間坂甲13035番地 0954-45-2061

いちのせ設備 一ノ瀬　清隆 843-0233 武雄市東川登町大字永野9350 0954-23-6222

有限会社山口工務 山口　文雄 849-2304 武雄市山内町大字大野甲9798番地2 0954-45-3428

有限会社宮副建設 宮副　秀敏 849-2304 武雄市山内町大字大野8940番地 0954-45-3790

有限会社前田産業 前田　哲也 849-2305 武雄市山内町大字宮野25552番地1 0954-45-4308

株式会社グロウ 吉武　浩孝 849-0936 佐賀市鍋島町大字森田1405番地 0952-32-6590

前田土木 前田　宣行 849-2305 武雄市山内町大字宮野148番地2 0954-45-3604

株式会社ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑﾑﾗﾀ 村田　泰規 843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿乙287番地 0954-43-0479

川菱株式会社 前田　敏哉 848-0031 伊万里市二里町八谷搦112番地23 0955-23-0525

野上設備 野上　哲也 849-0402 杵島郡白石町大字福富下分3202番地 0952-71-7006

飯塚電機工業株式会社　佐賀営業所 平川　稔 849-0919 佐賀市兵庫北一丁目21番31号 0952-22-8575

荒川農設空調 荒川　宏文 843-0001 武雄市朝日町大字甘久2427番地 22-3448

株式会社岩野設備 岩野　青記 848-0023 伊万里市大坪町丙2115番地1 0955-22-8380

株式会社西野設備 西野　和博 849-1426 嬉野市塩田町大字五町田乙4番地2 0954-66-2632

有限会社中島建設 中村　耕司 842-0001 神埼市神埼町神埼23番地 0952-52-1413

株式会社ヒワタシ 樋渡　智広 843-0151 武雄市若木町大字川古9368番地 0954-26-2012

武雄ガス株式会社 田代　道 843-0021 武雄市武雄町大字永島15943番地 0954-23-2158

株式会社兼茂 土井　幸 849-1311 鹿島市大字高津原4002番地 0954-63-1616

有限会社藤木設備 藤木　昭博 849-1204 杵島郡白石町大字坂田2609番地1 0954-65-5015

有限会社アークハウスふくち 久保　高達 840-0033 佐賀市光三丁目11番13号 0952-23-3341

山領建設 山領　隆 849-2301 武雄市山内町大字犬走662番地 0954-45-2410

有限会社梅野エルピー 梅野　一洋 849-0901 佐賀市久保泉町大字川久保819番地10 0952-98-0049

有限会社山中 山中　岩男 843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿乙546番地 0954-43-3125

有限会社中垣設備 中垣　喜一郎 846-0002 多久市北多久町大字小侍1056番地 0952-74-3505

株式会社本村設備工業 本村　吉輝 840-0857 佐賀市鍋島町大字八戸1720番地 0952-37-7788
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飯田設備 飯田　利光 843-0305 嬉野市嬉野町大字不動山乙152番地1 0954-43-2780

株式会社成富建設 成冨　純一 849-1421 嬉野市塩田町大字真崎1750番地 0954-66-2277

株式会社LIXILトータルサービス　鹿島店 小野　光一 849-1322 鹿島市浜町字長丁1112番地1 0954-69-8822

関衛工業株式会社 江口　善昭 849-0921 佐賀市高木瀬西三丁目8番8号 0952-34-4335

株式会社前田吉彦商店 前田　吉彦 848-0015 伊万里市南波多町府招3632番地 0955-24-2265

株式会社ナガタニ設備 永渓　直久 849-0305 小城市牛津町上砥川1827番地1 0952-63-8507

株式会社相生 溝口　茂 848-0028 伊万里市脇田町1204番地5 0955-23-9060

日本住宅設備株式会社 園田　大樹 849-0926 佐賀市若宮二丁目6番37号 0952-31-7100

有限会社瀬戸工業 瀬戸　紳彰 845-0021 小城市三日月町長神田1807番地4 0952-65-9818

牛津管工 中土井　信行 849-0304 小城市牛津町下砥川567番地1 0952-66-3399

有限会社小栁工業 小栁　泰教 840-0027 佐賀市本庄町大字本庄279番地1 0952-29-2605

永渕設備 永渕　雅宏 840-0202 佐賀市大和町大字久池井527番地75 0952-37-7369

亀栄リフォーム株式会社 前田　省吾 848-0046 伊万里市伊万里町乙186番地 0955-22-7820

有限会社せいら設備 前田　敏文 848-0024 伊万里市大川内町甲4098番地 0955-23-0245

株式会社イズミ 宗　泉 847-0031 唐津市原1525番地5 0955-77-6116

有限会社ふるかわガス 岡村　健一 843-0024 武雄市武雄町大字富岡11571番地3 0954-23-2467

有限会社樋渡設備 樋渡　秀仁 849-4155 西松浦郡有田町山本乙1598番地1 0955-46-4450

有限会社福川設備 福川　功一郎 844-0027 西松浦郡有田町南原丁55番地7 0955-42-3086

株式会社アメックス 千布　清孝 849-0934 佐賀市開成五丁目7番28号 0952-33-0912

株式会社平川建設 平川　敏彦 849-2201 武雄市北方町大字志久2044番地 0954-36-3558

馬場設備工業 馬場　博昭 849-0306 小城市芦刈町芦溝839番地3 0952-66-5780

有限会社原設備 原　義人 841－0052 鳥栖市宿町1095番地 0942-84-5557

株式会社テンプス 杉町　利朗 849-0936 佐賀市鍋島町大字森田2104番地1 0952-97-8024

株式会社原口建設 原口　清広 843－0152 武雄市若木町大字本部17672番地1 0954-26-2496

ケーツー株式会社 岡村　健一 843-0024 武雄市武雄町大字富岡11571番地3 0954-28-9366

山口設備 山口　和則 849-5262 伊万里市松浦町中野原2279番地1 0955-26-2198

ナカシマ設備 中島　茂 849-1402 嬉野市塩田町大字久間乙3468番地 0954-66-3921

丸章設備株式会社 古賀　章郎 849-0203 佐賀市久保田町大字新田3697番地5 0952-51-3036

有限会社　川﨑設備 川﨑　清隆 849-1105 杵島郡白石町大字遠江1538番地1 0952-84-3979

森園設備 森園　竜博 840-0034 佐賀市西与賀町大字厘外1589-11 0952-60-6223

三根住設 三根　英二 845-0013 小城市小城町栗原374-1 0952-37-6456

有限会社福田管工 福田　芳守 849-4141 西松浦郡有田町二ノ瀬甲1514番地2 0955-46-2034

中央環境総設株式会社　佐賀営業所 松尾　英利 849-1105 杵島郡白石町遠江289番地6 0952-65-1117

松田建設株式会社 松田　正則 849-2201 武雄市北方町大字志久2572番地4 0954-36-4381

川﨑設備 川﨑　二三成 843-0002 武雄市朝日町大字中野8620番地3 090-7455-7600

坂井水道工事店 坂井　俊和 849-0505 杵島郡江北町大字下小田945番地 0952-86-2638

青井商事有限会社　有田営業所 青水　薫 844-0014 西松浦郡有田町戸矢甲1535番地 0955-43-2362

有限会社　ミナミ水工 池田　悟 848-0007 伊万里市南波多町井手野2959番地5 0955-24-2935

株式会社　システムライフ 細永　一郎 840－0811 佐賀市大財五丁目8番3号 0952-20-0771

新成設備株式会社　佐賀営業所 奥村　暢浩 849-2201 武雄市北方町大字志久4531番地21 0954-27-7474

株式会社　サン・ホームビルダー 中村　吉廣 849-0934 佐賀市開成四丁目5番2号 0952-32-3080

中川内設備 中川内　良典 849-0905 佐賀市金立町大字千布2398番地5 0952-65-4059

有限会社　木下建設 木下　崇慎 840-0503 佐賀市富士町大字市川2501番地 0952-58-2728

朝日I&R建設株式会社 野畑　龍彦 843-0023 武雄市武雄町大字昭和92番地 0954-27-7521

OKUBO 大久保　謙 847-0824 唐津市神田619番地16 0955-73-6851

毛利工業 毛利　健敏 845-0033 小城市三日月町樋口1278-19 0952-97-9950

萩原ホーム　株式会社 萩原　堅次郎 840-0012 佐賀市北川副町光法1086-1 0952-20-2360

なごみ住宅設備 福島　高綱 842-0121 神埼市神埼町志波屋1547-9 0952-20-5733

有限会社　村尾 村尾　秀樹 849-1203 杵島郡白石町大字戸ケ里2924-10 0954-69-0077

小代設備 小代　崇了 844-0022 西松浦郡有田町黒牟田丙2914 0955-42-5300

株式会社シンセイ 松尾　俊吾 849-5263 伊万里市松浦町山形6211番地1 0955-26-2956
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