春日那珂川水道企業団 指定給水装置工事事業者一覧
平成30年10月3日 現在
工事事業者名
春日市/那珂川市
（株）吉竹設備工業
水研工業（株）
江口設備
古賀設備（有）
（有）松尾工務店
ミライフ西日本（株）
（株）塩月工業
アビル工業（株）
（有）ナカムラセイカン
(株）龍建設工業
（有）ダイコウ商会
（株）マサ設備
ふくおか水道メンテナンス
髙村設備
（有）開衛設備
（株）藤野組
古森産商
福山設備
（株）テクノエンジニア
（株）成世建設
（有）新栄システム
（有）後藤技研
（有）伸設備工業
（有）真鍋建設
（有）木下土木
（有）筑紫環境開発
熊谷電器（株）
（株）畑中土木
ヒラタ設備商会
大野城市/筑紫野市/太宰府市
南信設備（株）
（株）丸藤産業
（株）山本配管工業所
（有）髙野商会
（株）共和設備工業
（株）筑紫商会
（有）ムサシ工業
つつみ住設（株）
アキラ建設
（有）木本設備工業
（株）コムエステート
ホームサービス木本
（有）コジマ住設
吉岡設備
（有）西南空調
佐藤総合設備
（株）森設備

所在地

電話番号

春日市春日原東町3-28
春日市惣利1-66
春日市惣利6-37
春日市須玖南7-38
春日市須玖南6-67
春日市惣利2-50
春日市大土居2-133
春日市塚原台1-68
春日市天神山7-97
春日市白水ヶ丘3-22
春日市白水ヶ丘5-39
春日市弥生2-14
春日市下白水北2-8-F503
春日市千歳町1-11-4
那珂川市大字山田1082
那珂川市道善5-62-1
那珂川市道善4-15-11
那珂川市恵子6-9-15
那珂川市今光1ｰ5
那珂川市今光4-58-2
那珂川市今光5-170
那珂川市大字安徳61-11
那珂川市大字山田152-30
那珂川市大字市ノ瀬1137
那珂川市大字上梶原883-3
那珂川市下梶原1-10-22
那珂川市下梶原2-3-27
那珂川市片縄10-10-2
那珂川市松木4-2-14

(092)501-0188
(092)595-7676
(090)5387-2073
(092)518-5999
(092)571-5051
(092)583-9339
(092)585-3355
(092)595-1185
(092)591-7515
(092)571-5624
(092)575-5517
(092)574-5802
(092)501-9700
(092)501-9193
(092)952-2310
(092)952-2107
(092)953-0762
(092)952-0765
(092)951-7022
(092)952-4063
(092)952-1159
(092)953-2016
(092)953-5642
(092)952-5185
(092)954-1700
(092)952-7221
(092)954-0627
(092)951-3066
(092)952-8355

大野城市栄町1-2-21
大野城市乙金東1-6-27
大野城市山田1-9-2
大野城市山田4-18-43
大野城市白木原1-7-45
大野城市白木原4-5-11
大野城市畑ヶ坂1-9-13
大野城市畑ヶ坂1-2-7
大野城市乙金東1-6-6
大野城市御笠川2-6-13

(092)581-0393
(092)503-2911
(092)581-2136
(092)581-3169
(092)581-8121
(092)581-0386
(092)589-7107
(092)517-5920
(092)513-3500
(092)513-3688
(092)558-1225
(092)502-6700
(092)591-3424
(092)595-1619
(092)504-0819
(090)3660-6895
(092)596-1322

大野城市御笠川4-11-19 オフィスパレア御笠川Ⅵ-6

大野城市白木原5-6-19-1001
大野城市下大利2-15-26
大野城市下大利4-3-4
大野城市大城2-4-16
大野城市南ヶ丘1-25-10
大野城市南ヶ丘5-11-2
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春日那珂川水道企業団 指定給水装置工事事業者一覧
平成30年10月3日 現在
工事事業者名
（有）下河商会 大野城営業所
（有）平田設備
オカムラ設備
（有）ラステック企画
（有）太成興業
（有）馬場崎設備
（株）三機産業
中央設備（株）
（有）サンクルホーム
（株）ボイラーサービス社
（株）帆足設備
（株）一新工業
中地設備
（有）青木工業
ＳＴＡＦＦ
朝日総建（株）
（株）東筑設備工業
（有）設備工房とくみつ
（有）山本住宅設備
黒石設備
亜細亜建設工業（株）
田中住宅産業（株）
ナガタ電管工業
（有）天山工業
サニー設備(株)
（有）キヨミ工業
（有）平山設備工業
林田建材（株）
水まわりメンテ福岡
（株）カワキタ
太陽企画
（有）美建工業
福岡市南区/福岡市博多区
（株）中原工務店
（株）徳永設備工業
（有）山田設備
（有）阿部商会
進興設備工業（株）
創水設備
(株)三愛建設工業
（株）奈良屋工業
国広工業（株）
村尾設備
（株）南日本電設工業
基聖産業（株）
（株）大島組
（株）エイショウ
山本設備工業（株）

所在地
大野城市南ヶ丘5-8-20
大野城市南ヶ丘7-16-5
大野城市若草2-23-6
大野城市月の浦3-7-24
筑紫野市上古賀1-6-17
筑紫野市針摺東1-2-31
筑紫野市杉塚1-8-5
筑紫野市杉塚6-10-7
筑紫野市杉塚4-2-5
筑紫野市原田7-3-7
筑紫野市紫7-7-5
筑紫野市上古賀4-8-8
筑紫野市石崎3-30-5
筑紫野市大字阿志岐2068-1
筑紫野市大字阿志岐2503-1
筑紫野市大字阿志岐2519-22
筑紫野市二日市北4-30-8-504
筑紫野市大字下見144-22
筑紫野市大字吉木1514-70
筑紫野市大字牛島386-64
筑紫野市大字山家2045-8
筑紫野市大字諸田55-3
筑紫野市大字大石706-7
筑紫野市大字天山284-1
筑紫野市大字隈249
筑紫野市塔原南2-7-42
筑紫野市二日市南2-8-18
筑紫野市二日市南3-7-1
筑紫野市紫3-10-33
太宰府市坂本1-8-5
太宰府市青葉台1-1-3
太宰府市五条2-10-17

電話番号
(092)596-4004
(092)596-0420
(092)595-8141
(092)596-8073
(092)921-3239
(092)924-1672
(092)923-1414
(092)923-1144
(092)921-6767
(092)926-2888
(092)922-6382
(092)922-8111
(092)925-8415
(092)925-8356
(092)924-1066
(092)928-5707
(092)985-7445
(092)926-7155
(092)924-6474
(092)924-5746
(092)926-7167
(092)926-4355
(092)925-6497
(092)927-0068
(092)919-7134
(092)920-5300
(092)923-4389
(092)924-2345
（092）921-5767
(092)923-2569
(092)925-8401
(092)922-3579

福岡市南区的場2-25-5
福岡市南区的場2-25-5
福岡市南区屋形原4-20-11
福岡市南区花畑2-24-9
福岡市南区玉川町4-2
福岡市南区警弥郷3-13-3-102
福岡市南区警弥郷1-10-10
福岡市南区皿山1-8-5
福岡市南区皿山1-8-5
福岡市南区三宅1-8-35
福岡市南区清水2-13-18
福岡市南区長住1-1-46
福岡市南区長住1-1-46
福岡市南区長住5-1-5
福岡市南区清水3-5-27

(092)591-1400
(092)585-5745
(092)566-3835
(092)565-8823
(092)551-6883
(092)985-1424
(092)586-520７
(092)562-5678
(092)562-5678
(092)512-3171
(092)586-6410
(092)553-1270
(092)553-1231
(092)511-6905
(092)554-5930

- 2 -

春日那珂川水道企業団 指定給水装置工事事業者一覧
平成30年10月3日 現在
工事事業者名
（有）榮進設備工業所
ダイレン
（株）敏設備工業
（有）光栄工業
（有）水工社
(有)大場商店
（株）福設
(株)千代田工業所
久田工業
（株）大伸設備
（有）英友工業
（株）イースマイル
(株)大和建装
西部ガスリアルライフ福岡株式会社
（株）アースライン
（株）堀内電気
積和建設九州（株）
（有）ヤマミ設備
（株）平昭
（株）新盛
（株）石田設備
三共工業（株）
大同設備工業（株）
（株）節水普及センター
（株）九州ダイケン
安藤設備
（有）ワイ・エム・エス
（有）上下水道開発
三菱電機システムサービス株式会社
（有）武内住宅設備機器
浅野環境ソリューション（株）九州支店
ケイテック（株）
ロイヤルホームセンター（株）
（株）天水工
（株）福進設備
福岡市その他
（株）トキワ設備
西部水道工事（株）
（有）エフケイ・エス
（有）寺崎設備工事店
（株）ユノキ設備
（有）菰田設備
（有）マルコー設備
（株）三光工業
（有）伊藤商会
(有）石川設備
龍華設備工業
（株）サンワ商会

所在地
福岡市南区柏原1-7-7
福岡市南区柏原5-11-9-101
福岡市南区桧原7-22-8
福岡市南区桧原7-25-27
福岡市南区桧原6-15-7
福岡市南区井尻2-24-2
福岡市南区塩原4-1-7
福岡市南区塩原4-28-25
福岡市南区老司2-9-80
福岡市南区和田2-12-26
福岡市南区老司5-40-33
福岡市南区折立町6-7
福岡市南区野多目6-3-4
福岡市南区向野2-8-18
福岡市南区横手4-10-11
福岡市博多区浦田1-5-46
福岡市博多区井相田2-10-13
福岡市博多区井相田3-3-32
福岡市博多区榎田2-4-52
福岡市博多区下呉服町4-33
福岡市博多区吉塚1-34-2
福岡市博多区吉塚1-44-2
福岡市博多区吉塚3-17-5
福岡市博多区堅粕1-1-2-20
福岡市博多区住吉2-2-1
福岡市博多区諸岡6-13-11
福岡市博多区上牟田1-25-31
福岡市博多区竹下1-16-26
福岡市博多区東比恵3-12-16
福岡市博多区麦野1-30-14
福岡市博多区網場町2-2
福岡市博多区月隈1-1-1
福岡市博多区千代1-2-7
福岡市博多区竹丘町2-4-7
福岡市博多区東光2-22-30

電話番号
(092)566-0734
(092)516-2130
(092)211-1849
(092)551-5820
(092)555-5343
(092)581-1684
(092)511-5670
(092)512-8431
(092)565-2792
(092)561-1353
(092)710-2626
(092)588-5001
(092)564-2282
(092)551-3737
(092)982-0247
(092)513-3388
(092)588-0200
(092)573-3659
(092)433-6630
(092)291-1266
(092)621-0080
(092)623-0127
(092)611-5261
(092)651-7050
(092)283-0860
(092)501-2558
(092)452-1620
(092)472-3681
(092)512-5333
(092)591-0783
(092)263-1540
(092)292-1877
(092)631-4811
(092)586-9273
(092)402-2550

福岡市早良区東入部1-2-47-201
福岡市早良区東入部1-2-47-204
福岡市早良区干隈4-18-27
福岡市早良区原4-20-30
福岡市早良区四箇2-4-28
福岡市早良区四箇4-3-16
福岡市早良区四箇6-7-6
福岡市早良区四箇田団地34-205
福岡市早良区次郎丸1-29-18
福岡市早良区次郎丸3-27-31
福岡市早良区重留7-7-16
福岡市早良区祖原20-12

(092)872-3200
(092)872-3103
(092)865-9067
(092)831-4048
(092)811-2911
(092)811-1066
(092)812-2387
090-4350-0694
(092)865-2220
(092)874-5112
(092)803-0036
(092)823-2981
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春日那珂川水道企業団 指定給水装置工事事業者一覧
平成30年10月3日 現在
工事事業者名
（株）サンセツ
（株）福岡日野組
北﨑設備
(株)武末設備
（株）曙設備工業所
（株）尚システム
（株）岩丸産業
（有）佐藤商会
（株）落合設備
（株）誠和興産
（有）長島設備
森田設備工業
（株）日栄設備
（有）笠設備工業
ブルーライン
（株）水設
（有）喜志磨工業
貴設備
（有）毛利設備工業
プラスワン(株)
U.P.S
（有）原住宅設備
イイダ工業
（株）西陵設備
壱岐設備工業(有)
脇田設備
（株）ワイテック
（有）松尾設備工業
（株）泉住設
（株）山﨑設備工業
（有）藤原住宅設備
（有）望月住設
タイセイ商事（有）
オオハシ設備
（株）米田商会
（株）グッドライト
（株）環境施設
（株）ガウディー
（株）山下設備
（株）瑞穂工業
（株）ECOライン
アスミオ．（株）
（有）出水設備工業
（株）松尾管工
（株）ビーエイド中西
井上工業（株）
（有）都市住宅設備
ＲＰシオタニ

所在地
福岡市早良区早良4-33-10
福岡市早良区大字西2032-6
福岡市早良区大字西2101
福岡市早良区大字西960
福岡市早良区田村4-15-10
福岡市早良区田隈3-1-6
福岡市早良区田村4-8-23
福岡市早良区賀茂1-43-11-203
福岡市早良区賀茂4-6-26
福岡市早良区内野5-21-6
福岡市早良区飯倉8-1-21
福岡市早良区重留7-32-2
福岡市早良区野芥2-29-3
福岡市早良区野芥6-6-18
福岡市早良区野芥8-25-22
福岡市早良区有田4-32-11
福岡市早良区有田8-12-17
福岡市早良区原5-3-34-302
福岡市早良区小田部2-12-24
福岡市早良区小田部2-14-5
福岡市早良区東入部8-11-5
福岡市西区野方5-29-7
福岡市西区野方5-54-4
福岡市西区野方6-22-1
福岡市西区野方1-8-26
福岡市西区愛宕南2-5-9
福岡市西区愛宕浜2-3-11
福岡市西区横浜1-14-18
福岡市西区横浜1-45-12
福岡市西区横浜3-19-3
福岡市西区今津3057-1
福岡市西区今津737-2
福岡市西区拾六町1-12-8
福岡市西区拾六町5-17-12-105
福岡市西区拾六町2-2-15
福岡市西区拾六町5-431
福岡市西区小戸3-50-20
福岡市西区小戸3-51-4
福岡市西区石丸2-17-6
福岡市西区石丸3-25-24
福岡市西区石丸4-5-58
福岡市西区大字羽根戸159-4
福岡市西区大字吉武403-14
福岡市西区大字桑原1115-1
福岡市西区飯氏935-6
福岡市西区福重5-5-6
福岡市西区姪浜4-22-5-301
福岡市西区姪浜駅南1-6-9
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電話番号
(092)803-1641
(092)804-7095
(092)804-8590
(092)804-3450
(092)801-7247
(092)874-8067
(092)863-2661
(092)863-5157
(092)834-4402
(092)803-0113
(092)871-3477
(092)986-3063
(092)861-2572
(092)873-5011
(092)804-1178
(092)400-0028
(092)861-9151
(092)836-8153
(092)843-0773
（092）400-8077
（092）407-5116
(092)407-4277
090-6636-4902
(092)811-7228
(092)811-6097
(092)891-3383
(092)882-9975
(092)806-7308
(092)407-0411
(092)806-8301
(092)806-5645
(092)806-2018
(092)891-3900
(092)882-4866
(092)894-2306
(092)834-7564
(092)926-6168
(092)884-3353
(092)881-8167
(092)834-7720
(092)891-6154
(092)811-3265
(092)811-6455
(092)806-3830
(092)807-5866
(092)891-3434
(092)883-0482
(0120)32-3584

春日那珂川水道企業団 指定給水装置工事事業者一覧
平成30年10月3日 現在
工事事業者名
創水設備
親和設備工業
（株）REGARE
豊盟工業（株）
鶴田工業（株）
トキワ工業（株）
（株）濱田設備工業
（有）ミヤケビルメンテナンス
（株）朝日プラント
(株)遊設
大勇工業（株）
（株）白金
平和工業（株）
（株）野﨑工業所
（株）ホゼン
（株）ユウキサービス
（有）キュウエイコーポレーション
（株）ジェイ・テック
（株）福岡水道センター
（株）東管工
真崎施設（株）
（有）川口技設
小林興商（株）
上政工業（株）
(株)アクエアー
(株)勝組
（有）大宝
（株）ミヤビ工業
（株）蘭設備プランニング
（有）中島設備商会
北設備工業（株）
（株）モト建創工
東和施設工業（株）
有田設備（株）
（株）サンエスト設備
（株）藤善設備工業
（株）城東コーポレーション
（有）正野建設
その他
（有）一新住宅
（有）エース工業
（株）豊栄工業
（株）矢野設備
（株）梅野工務店
（株）クリアウォーター設備
（有）ネットワーク
（株）ユニイチ
（株）古賀住設

所在地
福岡市西区室見が丘2-14-1
福岡市西区西の丘2-3-1-409
福岡市西区下山門3丁目9番30号
福岡市城南区長尾3-21-38
福岡市城南区長尾3-27-23
福岡市城南区長尾5-7-25
福岡市城南区南片江2-11-17
福岡市城南区樋井川1-12-10
福岡市城南区別府3-14-27
福岡市中央区今泉1-3-23-404
福岡市中央区大宮1-2-6
福岡市中央区白金1-16-19
福岡市中央区平尾1-13-12
福岡市中央区平尾3-30-7
福岡市中央区長浜2-4-1
福岡市東区青葉2-28-10
福岡市東区原田2-20-28
福岡市東区高美台1-36-10
福岡市東区三苫4-4-6-101
福岡市東区若宮2-36-1
福岡市東区松崎2-10-2
福岡市東区松崎2-2-2
福岡市東区松崎3-27-17
福岡市東区松島1-24-7
福岡市東区松島3-14-6
福岡市東区松島2-2-57-103
福岡市東区上和白1334-1-A106
福岡市東区千早1-20-13
福岡市東区多の津1-14-1
福岡市東区多の津4-12-35
福岡市東区多の津4-18-16
福岡市東区東浜1-193-6
福岡市東区馬出1-11-8
福岡市東区箱崎4-11-21
福岡市東区箱崎ふ頭4-10-7
福岡市東区八田1-7-32
福岡市東区八田1-7-32-103
福岡市東区舞松原5-5-8

電話番号
(092)985-1424
(092)885-1160
(092)-836-6166
(092)561-8371
(092)531-4343
(092)861-3510
(092)861-0923
(092)861-9301
(092)844-2511
(092)982-0641
(092)521-6536
(092)531-2872
(092)531-4795
(092)531-2838
(092)724-5381
(092)215-1500
(092)292-8613
(092)606-1737
(092)606-4123
(092)671-0111
(092)681-3927
(092)641-7409
(092)671-0021
(092)612-5121
(092)260-7298
(092)626-8556
(092)681-7121
(092)410-8833
(092)626-9333
(092)624-7340
(092)621-1836
(092)643-6606
(092)651-0698
(092)641-1661
(092)260-9399
(092)663-6789
(092)663-6165
(092)672-4981

うきは市浮羽町大字東隈上479-8
久留米市安武町安武本2729-7
久留米市上津町2385-26
久留米市宮ノ陣2-6-26
久留米市高良内町2944-81
久留米市三潴町高三潴1426-2
久留米市城島町大字西青木22-1
久留米市東合川4-9-25
久留米市東合川5-6-29

(0943)77-7464
(0942)26-0221
(0942)22-0053
(0942)39-2218
(0942)44-4181
(0942)64-5562
(0942)62-2891
(0942)45-3033
(0942)44-8880

- 5 -

春日那珂川水道企業団 指定給水装置工事事業者一覧
平成30年10月3日 現在
工事事業者名
（株）オージーエイ
（株）国益
五熱企画
シマ工業（株）
(有)村尾
（有）渋田工業
(有)フジモト営建工業
（有）平山建設
石原建設（有）
石橋設備工業㈱
ミスミ工業
㈱浦山設備工業
ニッコウホームサービス
（有）力丸住宅設備店
（有）石松設備工業
（有）イー・シー・エス・エンジニアリング
成冨住宅設備
（有）田中商会
（株）リティア．プラス
イエミコ
サンテクノ
（有）豊栄設備
ＪＵＮ設備機工
（有）大塚設備
（株）光商会
裕設備
（有）大成管工
（有）黒木設備
（有）久江設備工業
（有）三設
石丸工業（有）
東工業（株）
（株）日髙エキップメント
豊田設備
古澤設備
（有）東洋プラント
（株）サニックス
藤原設備
（株）フクダヤ
山下工業
（株）アステック
利管工設備
ケイテック
誠工
清水管工
（株）昭和管工
マルイ住設工業
（有）原設備

所在地
久留米市北野町大城186-3
久留米市野中町140-15
筑後市大字野町675-4
大川市大字下林400-1
大川市大字小保30
古賀市谷山711
古賀市新原字中ノ坪731-4
三井郡大刀洗町大字本郷2583-1
山田市大字下山田715-5
糸島市高田5-21-7
糸島市二丈武237-2
糸島市二丈吉井3725-5
宗像市神湊634-1
宗像市日の里1-6-7
宗像市牟田尻1938-1
小郡市三沢4318-48
小郡市松崎830-3
小郡市三沢1230-2
小郡市三国が丘7-9
小郡市寺福童436-5
前原市高田1-34-1-102
前原市大字浦志213-1
前原市大字曽根556-8
前原市大字飯原1901
糟屋郡宇美町宇美中央1-10-10
糟屋郡宇美町宇美中央3-21-15
糟屋郡宇美町大字宇美571
糟屋郡宇美町大字宇美4362-12
糟屋郡志免町別府4-4-28
糟屋郡志免町別府東3-1-20
糟屋郡志免町桜丘2-2-5
糟屋郡篠栗町大字尾仲716-12
糟屋郡篠栗町大字和田910-306
糟屋郡須恵町大字上須恵777-1
糟屋郡須恵町須恵200-6
糟屋郡久山町大字久原2231-4
糟屋郡粕屋町大字仲原2623-1
糟屋郡粕屋町大隈352
朝倉郡筑前町原地蔵1855-8
朝倉郡筑前町松延167-2
糟屋郡新宮町三代725-5
粕屋郡須恵町大字植木848-3
糟屋郡新宮町大字新宮32番地
田川市大字奈良1551-50
北九州市小倉南区安部山2-1
飯塚市天道68番地
鞍手郡鞍手町室木796-11
佐賀県鳥栖市宿町1095
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電話番号
(0942)55-5055
(0942)43-1251
(0942)53-0274
(0944)87-7765
(0944)86-2523
(092)942-6913
(092)943-1227
(0942)77-0020
(0948)53-3264
(092)332-7540
(092)325-2867
(092)326-5124
(0940)62-0189
(0940)36-5308
(0940)62-1557
(0942)75-8285
(0942)72-4415
(0942)75-8216
(0942)55-9540
（0942）55-9540
(092)330-6818
(092)322-3447
(092)321-0553
(092)324-2039
(092)932-0682
(092)933-7582
(092)932-3119
(092)933-4951
(092)935-2848
(092)935-2928
(092)953-5603
(092)947-6775
(092)947-8840
(092)933-4037
(092)932-8518
(092)976-2065
(092)624-7173
(092)938-7155
(0946)22-3373
(0946)42-5236
(092)962-2522
（092）936-8480
(092)692-8693
(0947)42-9391
(093)921-7733
(0948)23-2789
(0949)42-0292
(0942)84-5557

春日那珂川水道企業団 指定給水装置工事事業者一覧
平成30年10月3日 現在
工事事業者名
（有）高倉住宅設備
（株）リビングモア佐賀
（株）ミズノ
（株）西日本住宅サービス
（株）シンエイ
（株）九設
(株)N.I.C
（株）アクアライン
(株) クラシアン
（株）サンリフレホールディングス

所在地
佐賀県鳥栖市平田町1110-66
佐賀県三養基郡基山町大字園部2794-18
長崎県佐世保市広田町88-8
大阪府大阪市東成区中道1-10-26
大阪府大阪市中央区谷町2-4-3ｱｲｴｽﾋﾞﾙ9F
大分県大分市大字津守500
広島県広島市中区舟入幸町21-23
広島県広島市中区上八堀8-8
神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1
東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ﾋﾞﾙ12F
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電話番号
(0942)84-0435
(0942)92-6009
(0956)38-3806
(06)6976-7779
（06）6944-7797
(097)569-3526
(082)275-5227
(082)502-6644
(045)473-8191
(03)6427-5381

