
R4.5.10 現在

工事店名 工事店住所 工事店電話番号 工事店名 工事店住所 工事店電話番号
ア 株式会社　アースライン 福岡市博多区那珂１-３-３７ 092-982-0247 有限会社　黒木設備 糟屋郡宇美町大字宇美４３６２-１２ 092-933-4951

アースクリン　株式会社 福岡市東区舞松原２-１７-４３ 092-662-6264 株式会社　ケイエス設備 福岡県福岡市東区多々良１-１１-８ 092-410-2354
有限会社　青木工業 筑紫野市大字阿志岐２０６８-１  092-925-8356 ケイテック　株式会社 福岡市博多区月隈１-１-１ 092-292-1877
株式会社　アクエアー 福岡市東区松島３-１４-６ 092-260-7298 株式会社　ケイテック 糟屋郡新宮町新宮３２ 092-692-8693
株式会社　曙設備工業所  福岡市早良区田村４-１５-１０ 092-801-7247 有限会社　光栄工業  福岡市南区桧原７-２５-２７ 092-551-5820
旭住設 福岡市早良区内野６-６-３０ 092-803-1461 株式会社　光信 福岡市南区長丘１-１９-１７-１０３ 092-554-1125
朝日設備工業 那珂川市王塚台３-１４９ 092-953-3598 株式会社　古賀住設 久留米市東合川５-６-２９ 0942-44-8880
朝日総建　株式会社 筑紫野市大字阿志岐２５１９-２２ 092-928-5707 古賀設備　有限会社　 春日市須玖南７-３８ 092-518-5999
株式会社　朝日プラント  福岡市城南区別府３-１４-２７ 092-844-2511 株式会社　国益  久留米市野中町１４０-１５ 0942-43-1251
亜細亜建設工業　株式会社　 筑紫野市大字山家２０４５-８  092-926-7167 小林興商　株式会社　 福岡市東区松崎３-２７-１７ 092-671-0021
株式会社　アステック 糟屋郡新宮町三代７２５-５ 092-962-2522 有限会社　菰田設備 福岡市早良区四箇４-３-１６  092-811-1066
有限会社　阿部商会  福岡市南区花畑２-２４-９ 092-565-8823 サ 西部ガスリアルライフ福岡　株式会社　 福岡市南区向野２-８-１８ 092-551-3737
安部設備 朝倉郡筑前町野町１６７３-１０ 0946-24-2101 酒井建設　株式会社　 福岡市東区青葉１-１１-５ 092-692-2075
有限会社　天山工業 筑紫野市大字天山２８４-１  092-927-0068 サニー設備　株式会社 筑紫野市大字隈２４９-１ 092-919-7132
有田設備　株式会社　 福岡市東区箱崎４-１１-２１ 092-641-1661 株式会社　三愛建設工業 福岡市南区警弥郷１-１０-１０ 092-586-5207
家入設備工業 大野城市月の浦５-６-１６ 092-982-1262 株式会社　サンエスト設備 福岡市東区箱崎ふ頭４-１０-７ 092-260-9399
イイダ工業 福岡市西区野方５-５４-４ 092-201-6786 株式会社　三機産業 筑紫野市杉塚１-８-５ 092-923-1414
イエミコ 小郡市寺福童４３６-５ 0942-55-9540 三共工業　株式会社　 福岡市博多区吉塚１-４４-２ 092-623-0127
壱岐設備工業　有限会社　 福岡市西区野方１-８-２６ 092-811-6097 株式会社　Ｔｈａｎｋｓ 福岡市西区大字吉武８３２-４ 092-515-8919
有限会社　石川設備  福岡市早良区次郎丸３-２７-３１ 092-874-5112 株式会社　三光工業 福岡市早良区四箇田団地３４-２０５ 092-812-6746
石橋設備工業　株式会社　 福岡市早良区南庄３-１-５ 092-407-8780 株式会社　サンセツ 福岡市早良区早良４-３３-１０ 092-803-1641
有限会社　石松設備工業 宗像市牟田尻１９３８-１ 0940-62-1557 株式会社　サンワ商会  福岡市早良区祖原２０-１２ 092-823-2981
株式会社　泉住設  福岡市西区横浜１-４５-１２ 092-407-0411 シーエス水道 筑紫野市大字永岡２２８-１-１００２ 090-3074-9767
有限会社　出水設備工業 福岡市西区大字吉武４０３-１４ 092-811-6455 有限会社　下河商会 大野城市南ケ丘５-８-２０ 092-596-4004
株式会社　一新工業 筑紫野市上古賀４-８-８ 092-922-8111 ＪＵＮ設備機工  糸島市曽根５６６-８ 092-321-0553
井上工業　株式会社　 福岡市西区福重５-５-６ 092-891-3434 有限会社　上下水道開発 福岡市博多区竹下１-１６-２６ 092-472-3681
株式会社　岩丸産業 福岡市早良区田村４-８-２３ 092-863-2661 株式会社　城東コーポレーション 福岡市東区八田１-７-３２-１０３ 092-663-6165
株式会社　With 糟屋郡宇美町障子岳２-５-２３ 092-934-3324 有限会社　正野建設 福岡市東区舞松原５-５-８ 092-672-4981
株式会社　梅野工務店 久留米市高良内町２９４４-８１ 0942-44-4181 株式会社　白戸設備 福岡市南区桧原７-２３-１７ 092-408-8970
株式会社　浦山設備工業 糸島市二丈吉井３７２５-５ 092-326-5124 株式会社　白金 福岡市中央区白金１-１６-１９ 092-531-2872
株式会社　エイショウ  福岡市南区長住５-１-５ 092-511-6905 有限会社　新栄システム  那珂川市今光５-１７０ 092-952-1159
有限会社　榮進設備工業所  福岡市南区柏原１-７-７ 092-566-0734 進興設備工業　株式会社　 福岡市南区玉川町４-２ 092-551-6883
株式会社　Ａ・Ｔhome未来 福岡市東区下原１-１４-４ 092-672-5554 株式会社　新盛 福岡市博多区下呉服町４-３３ 092-291-1266
有限会社　英友工業  福岡市南区老司５-４０-３３ 092-582-6381 水研工業　株式会社　 春日市惣利１-６６  092-595-7676
株式会社　ＥＣＯライン  福岡市西区石丸４-５-５８ 092-891-6154 有限会社　水工社 福岡市南区桧原６-１５-７ 092-555-5343
有限会社　エフケイ・エス 福岡市早良区干隈４-１８-２７  092-865-9067 スマイリー 福岡市早良区飯倉４-２０-３ 092-231-8768
大久保設備 福岡市南区若久６-６０-２８ 092-541-1737 正環テクノ　株式会社 福岡市城南区南片江５-１９-７ 092-707-5440
有限会社　大塚設備  糸島市飯原１９０１ 092-324-2039 有限会社　西南空調 大野城市大城２-４-１６ 092-504-0819
有限会社　大場商店  福岡市南区井尻２-２５-１０ 092-581-1684 西部水道工事　株式会社　 福岡市早良区東入部１-２-４７-２０４ 092-872-3103
株式会社　落合設備 福岡市早良区次郎丸５-１１-３６-４ 092-834-4402 株式会社　西陵設備 福岡市西区野方６-２２-１ 092-811-7228

カ 有限会社　開衛設備  那珂川市大字山田６０３-７ 092-952-2310 株式会社　誠和興産 福岡市早良区内野５-２１-６ 092-803-0113
カッパー工業株式会社 福岡市中央区笹丘２-２２-３４ 092-733-1351 積和建設九州　株式会社　 福岡市博多区井相田２-１０-１３ 092-588-0200
株式会社　カワキタ 太宰府市坂本１-８-５ 092-923-2569 株式会社　節水普及センター  福岡市博多区堅粕１-１-２-２０ 092-651-7050
株式会社　環境施設 福岡市西区小戸３-５０-２０ 092-894-6168 有限会社　設備工房とくみつ 筑紫野市大字下見１４４-２２  092-926-7155
管清工業　株式会社　九州支店 福岡市博多区那珂５-３-１３ 092-451-3991 株式会社　創水設備 福岡市西区室見が丘２-１４-１ 092-776-5814
有限会社　喜志磨工業  福岡市早良区有田８-１２-１７ 092-861-9151 染川設備 糟屋郡新宮町下府４-２-１-３０４ 092-692-7489
有限会社　木本設備工業 大野城市御笠川２-６-１３ 092-513-3688 タ 有限会社　ダイコウ商会  春日市白水ヶ丘５-３９ 092-575-5517
九栄 福岡市東区舞松原５-８-３ 092-672-5348 株式会社　大伸設備 福岡市南区和田２-１２-２６ 092-561-1353
有限会社　キュウエイ 福岡市東区原田２-２０-２８ 092-292-8613 有限会社　大成管工 糟屋郡宇美町障子岳２-１４-１３  092-932-3119
株式会社　九設福岡支店 福岡市博多区上牟田１-１１-２５-２階 092-409-3770 有限会社　太成興業 筑紫野市上古賀１-６-１７ 092-921-3239
有限会社　キヨミ工業  筑紫野市塔原南２-７-４２ 092-920-5300 タイセイ商事　有限会社　 福岡市西区拾六町１-１２-８ 092-891-3900
株式会社　グッドライト 福岡市西区拾六町３-１３-１２ 092-834-7564 有限会社　大宝 福岡市東区大字上和白１３３４-１-Ａ１０６ 092-681-7121
国広工業　株式会社　 福岡市南区皿山１-８-５ 092-562-5678 大勇工業　株式会社　 福岡市中央区大宮１-２-６ 092-521-6536
株式会社　クラシアン 福岡市博多区東比恵２-２２-２４-1階 092-482-1855 ダイレン 福岡市西区壱岐団地１２-４０１ 070-5400-0839
株式会社　クリアウォーター設備 久留米市三潴町高三潴１４２６ 0942-64-5562 貴設備 福岡市早良区有田７-１０-３-４０５ 092-980-4843
黒石設備 筑紫野市大字牛島３８６-６４ 092-924-5746

春日市下水道排水設備指定工事店一覧

春日市内の下水道排水設備工事は、春日市の指定工事店でなければ行えません。
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工事店名 工事店住所 工事店電話番号 工事店名 工事店住所 工事店電話番号
タ 有限会社　髙野商会 大野城市山田４-１８-４３ 092-581-3169 マ 株式会社　前田設備商会 朝倉郡筑前町弥永１０６４ 0946-24-6161

有限会社　武内住宅設備機器  福岡市博多区麦野１-３０-１４ 092-591-0783 真心水道設備　株式会社 那珂川市王塚台１-２４５ 092-287-7687
田中住宅産業　株式会社　 筑紫野市大字諸田５５-３ 092-926-4355 株式会社　マサ設備 春日市弥生２-１４ 092-574-5802
タニイ設備 福岡市西区石丸１-１８-４-４０７ 092-883-5153 有限会社　松本建設  朝倉郡筑前町依井１４０９-３  0946-24-1515
株式会社　筑紫商会 太宰府市水城３-２４-７ 092-921-1155 マルイ住設工業 鞍手郡鞍手町大字室木７９６-１１ 0949-42-0292
中央設備　株式会社　 筑紫野市杉塚６-１０-７ 092-923-1144 有限会社　マルコー設備  福岡市早良区四箇６-11-６ 092-812-2387
株式会社　千代田工業所  福岡市南区塩原４-２８-２５  092-512-8431 株式会社　丸藤産業 大野城市乙金東１-６-２７ 092-503-2911
有限会社　寺崎設備工事店 福岡市早良区原４-２０-３０ 092-831-4048 ミズケン 福岡市弥永４-１０-８-１ 092-707-8926
株式会社　天水工 福岡市博多区竹丘町２-４-７ 092-586-9273 ミスミ工業 糸島市二丈武２３７-２ 092-325-2867
株式会社　東筑設備工業  筑紫野市二日市北４-３０-８-５０４ 092-985-7445 株式会社　三並設備工業 朝倉郡筑前町曽根田２３９５-２ 0946-42-8202
株式会社　トーマス 福津市上西郷４１-５ 0940-42-4331 株式会社　南日本電設工業 福岡市南区清水２-１３-１８ 092-542-0620
トキワ工業　株式会社 福岡市城南区長尾５-７-２５ 092-861-3510 株式会社　ミヤビ工業 福岡市東区千早１-２０-１３ 092-410-8833
株式会社　トキワ設備 福岡市早良区東入部１-２-４７-２０１ 092-872-3200 ミライフ西日本　株式会社　 春日市惣利２-５０ 092-583-9339
株式会社　徳永設備工業  福岡市南区的場２-２５-５ 092-585-5745 有限会社　ムサシ工業 大野城市緑ヶ丘２-７-２ 092-589-7107
株式会社　利管工設備 糟屋郡須惠町大字植木８４８-３ 092-936-8480 有限会社　村尾 大川市大字小保３０ 0944-86-2523
株式会社　都市住宅設備 福岡市早良区次郎丸５-１１-５２　 092-866-8566 村尾設備 福岡市南区三宅１-８-３５  092-512-3171
有限会社　都市住宅設備  福岡市西区姪の浜４-２２-５-３０１ 092-883-0482 有限会社　毛利設備工業 福岡市早良区小田部２-１２-２４ 092-843-0773
株式会社　敏設備工業 福岡市南区桧原７-２２-８ 092-211-1849 有限会社　望月住設 福岡市西区今津７３７-２  092-806-2018
豊田設備 糟屋郡須惠町大字上須惠７７７-１ 092-933-4037 株式会社　森設備 大野城市南ケ丘５-１１-２ 092-596-1322

ナ 有限会社　長島設備 福岡市早良区飯倉８-１-２１ 092-871-3477 森田設備工業 福岡市早良区重留７-３２-２ 092-986-3063
ナガタ電管工業  筑紫野市大字大石７０６-７  092-925-6497 ヤ 有限会社　八木工業 福岡市早良区四箇２-７-１１ 092-811-6537
中地設備 筑紫野市石崎３-３０-５  092-925-8415 株式会社　矢野設備 久留米市宮ノ陣２-６-２６ 0942-39-2218
株式会社　中原工務店 福岡市南区的場２-２５-５ 092-591-1400 株式会社　山口設備 糟屋郡志免町御手洗２-１４-６ 092-626-5885
有限会社　ナカムラセイカン  春日市天神山７-９７ 092-591-7515 株式会社　山﨑設備工業  福岡市西区横浜３-１９-３ 092-806-8301
成冨住宅設備 小郡市松崎８３０-３ 0942-72-4415 山下工業 朝倉郡筑前町松延１６７-２ 0946-42-5236
南信設備　株式会社　 大野城市平野台４-１６-２１ 092-982-0393 株式会社　山下設備  福岡市西区石丸２-１７-６ 092-881-8167
株式会社　日栄設備 福岡市早良区野芥２-２９-３ 092-861-2572 有限会社　ヤマミ設備  福岡市博多区井相田３-３-３２ 092-573-3659
有限会社　ネットワーク．  久留米市城島町西青木２２-１ 0942-62-2891 有限会社　山村工業 福岡市東区箱崎ふ頭４-１０-７ 092-641-8700
株式会社　野﨑工業所 福岡市中央区平尾３-３０-７ 092-531-2838 山本設備工業　株式会社　 福岡市南区清水３-５-２７ 092-554-5930

ハ 有限会社　橋本工業 糸島市志摩初２７７-３６ 092-327-3488 株式会社　山本配管工業所 大野城市山田１-９-２ 092-581-2136
有限会社　馬場崎設備 筑紫野市針摺東１-２-３１ 092-924-1672 株式会社　Ｕ．Ｓ．Ｐ 福岡市西区大字羽根戸１１-１ 092-407-5116
株式会社　濱田設備工業  福岡市城南区南片江２-１１-１７ 092-861-0923 ＵＰ 株式会社 福岡市博多区井相田１-１０-１-５ 092-592-8300
有限会社　原住宅設備 福岡市西区野方５-２９-７ 092-407-4277 有限会社　ユース  久留米市城島町四郎丸２８０-１  0942-51-5522
有限会社　原設備 太宰府市梅香苑３-３-１０ 092-922-9087 株式会社　ユウキサービス 福岡市東区青葉２-２８-１０ 092-215-1500
株式会社　ビー・エイド中西 福岡市西区飯氏９３５-６ 092-807-5866 株式会社　遊設 福岡市中央区平和３-１９-２３-１階 092-982-0641
東工業　株式会社　 糟屋郡篠栗町大字尾仲７１６-１２  092-947-6775 悠悠ホーム　株式会社 大野城市筒井４-４-１７ 092-592-7019
有限会社　美建工業  太宰府市五条２-１０-１７ 092-922-3579 株式会社　ユニイチ 久留米市東合川４-９-２５ 0942-45-3033
有限会社　久江設備工業  糟屋郡志免町別府４-４-２８  092-935-2848 株式会社　ユノキ設備 福岡市早良区四箇１-８-４８ 092-811-2911
株式会社　日髙エキップメント  糟屋郡篠栗町大字和田３-１９-１２ 092-947-8840 吉岡設備 大野城市下大利４-３-４ 092-595-1619
有限会社　平田設備  大野城市南ケ丘７-１６-５ 092-596-0420 株式会社　吉竹設備工業  春日市春日原東町３-２８ 092-501-0188
ヒラタ設備商会 那珂川市松木４-２-１４ 092-952-8355 株式会社　吉山建設  春日市大谷９-１８ 092-571-1837
有限会社　平山設備工業  筑紫野市二日市南２-８-１８ 092-923-4389 ラ ＬＩＦＥ　ＢＡＳＥ 那珂川市今光２-９１-３０１ 092-555-2969
株式会社　福進設備  福岡市博多区東光２-２２-３０ 092-402-2550 株式会社　リティア．プラス 小郡市三国が丘７-９ 0942-75-6667
株式会社　福設 福岡市南区塩原４-１-７ 092-511-5670 龍華設備工業 福岡市早良区重留７-７-１６ 092-803-0036
株式会社　フクダヤ  朝倉郡筑前町原地蔵１８５５-８  0946-22-3373 有限会社　笠設備工業  福岡市早良区野芥６-６-１８ 092-873-5011
福山設備 那珂川市恵子６-９-１５ 092-952-0765 株式会社　ＲＥＧＡＲＥ 福岡市西区下山門３-９-３０ 092-836-6166
株式会社　藤木商会  糟屋郡宇美町障子岳南６-５-１６ 092-932-1757 ロイヤル設備 福岡市早良区次郎丸３-２７-３１（有）石川設備　内 092-204-6843
株式会社　藤野組 那珂川市道善５-６２-１ 092-952-2107 ワ 有限会社　ワイ・エム・エス  福岡市博多区上牟田１-２５-３１ 092-452-1620
株式会社　藤善設備工業  福岡市東区八田１-７-３２ＦＳＫビルド１号館  092-663-6789 脇田設備 福岡市西区愛宕南２-５-９ 092-891-3383
有限会社　藤原住宅設備  福岡市西区今津３０５７-１ 092-806-5645
藤原設備 糟屋郡粕屋町大字大隈３５２ 092-938-7155
プラスワン　株式会社 福岡市早良区小田部２-１４-５ 092-400-8077
株式会社　ブルーライン 福岡市早良区野芥８-２５-２２ 092-804-1178
平和工業　株式会社　 福岡市中央区平尾１-１３-１２ 092-531-4795
株式会社　帆足設備  筑紫野市紫７-７-５ 092-922-6382
有限会社　豊栄設備 糸島市浦志２-３-３０ 092-322-3447
豊盟工業　株式会社　 福岡市城南区長尾３-２１-３８ 092-561-8371

春日市下水道排水設備指定工事店一覧

春日市内の下水道排水設備工事は、春日市の指定工事店でなければ行えません。


