
番号 商号又は名称 代表者氏名 責任技術者 郵便番号 主たる営業所の所在地 電話番号

1 株式会社 鮎川電工 鮎川京子 三浦貴俊 845-0021 佐賀県小城市三日月町長神田2444 0952-72-2696

2 有限会社 中原設備 中原　晃 中原　晃 845-0021 佐賀県小城市三日月町長神田1593 0952-73-2302

3 株式会社 ナガタニ設備 永渓直久 永渓直久 849-0305 佐賀県小城市牛津町上砥川1827-1 0952-63-8507

4 有限会社 東栄電気工業所 嘉村省三 嘉村省三 840-0802 佐賀県佐賀市大財北町6-20 0952-26-2288

5 有限会社 藤木設備 藤木昭博 藤木昭博 849-1204 佐賀県杵島郡白石町大字坂田2609-1 0954-65-5015

6 有限会社 創立 吉岡健一 梶原敏正 849-0503 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志2069-1 0952-86-5145

7 谷口建設 谷口重光 谷口重光 849-0506 佐賀県杵島郡江北町大字上小田2817 0952-86-3180

8 株式会社 中部ガス 池田浩一 池田浩一 849-0303 佐賀県小城市牛津町牛津77-1 0952-66-0818

9 有限会社 山中鉄工 山中喜見 山中喜見 849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原696 0954-63-3341

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

11 有限会社 若楠電設 小野國夫 辻　直孝 849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町6426 0952-82-3274

12 有限会社 成平建設 成平良司 成平義則 849-0505 佐賀県杵島郡江北町大字下小田401 0952-86-4594

13 有限会社 武富鉄工 武富稔男 武富稔男 849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口1665-5 0952-86-2141

14 杵島開発 株式会社 百崎秀實 百崎秀實 849-0503 佐賀県杵島郡江北町大字惣領分1553-1 0952-86-2595

15 有限会社 サンエ 江頭敏夫 江頭秀夫 849-0503 佐賀県杵島郡江北町大字惣領分3677 0952-86-4330

16 有限会社 相良設備工業 相良廣太郎 相良廣太郎 849-0934 佐賀県佐賀市開成三丁目6-35 0952-31-0739

17 山代ガス 株式会社 大塚浩司 西川英利 840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸2153-1 0952-25-1275

18 有限会社 三峰建設 峰　幸喜 峰　幸喜 849-0502 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志2104-6 0952-86-3910

19 株式会社 日設工業 田代安弘 田代安弘 840-0211 佐賀県佐賀市大和町大字東山田3584-4 0952-62-5540

20 株式会社 アメックス 千布清孝 松林輝雄 849-0934 佐賀県佐賀市開成五丁目7-28 0952-33-0912

21 株式会社 タケリョー 武富和彦 武富和彦 849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口241-1 0952-86-2321

22 福地配管工事 有限会社 福地秀樹 福地秀樹 849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝1296-3 0952-30-3431

23 株式会社 グロウ 吉武浩孝 吉武則行 849-0936 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田1405 0952-32-6590

24 井原産業 株式会社 井原一成 井原一成 849-0502 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志2215-3 0952-86-3121

25 飯塚電機工業 株式会社　佐賀営業所 平川　稔 嬉野義行 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北一丁目21-31 0952-22-8575

26 株式会社 渕上 渕上俊信 渕上剛 849-0504 佐賀県杵島郡江北町大字八町613 0952-86-2017

27 株式会社 毛利工務店 毛利康博 毛利康博 842-0007 佐賀県神埼市神埼町鶴3635-1 0952-53-6064

28 田島興産 株式会社 田島広一 西岡　卯 840-0054 佐賀県佐賀市水ケ江六丁目4-11 0952-23-3281

29 有限会社 瀬戸工業 瀬戸紳彰 瀬戸紳彰 845-0021 佐賀県小城市三日月町長神田1807-4 0952-65-9818

30 有限会社 早田設備 早田俊治 早田俊治 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北5-1-14 0952-30-1415

31 日本住宅設備 株式会社 園田大樹 園田大樹 849-0926 佐賀県佐賀市若宮2-6-37 0952-31-7100

32 株式会社 冨岡設備工業 冨岡正信 冨岡正信 843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和39-16 0954-22-3307

33 有限会社 協栄設備 坂井清正 坂井清正 849-0304 佐賀県小城市牛津町下砥川581 0952-66-1605

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

35 株式会社 佐電工 永倉理一郎 坂井弘和 840-0815 佐賀県佐賀市天神一丁目4-3 0952-23-4144

36 溝上建設 株式会社 溝上安孝 溝上安孝 849-0506 佐賀県杵島郡江北町大字上小田4829 0952-86-3410

37 株式会社 タクボ産業 田久保瞳 久保伸秀 846-0003 佐賀県多久市北多久町大字多久原2629-4 0952-74-2418

38 森園設備 森園竜博 鶴田　功 840-0034 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外1589-11 0952-60-6223

39 有限会社 梅野エルピー 梅野一洋 梅野一洋 849-0901 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保819-10 0952-98-0049

40 株式会社 本山建設 本山泰宏 藤崎　肇 843-0002 佐賀県武雄市朝日町大字中野11403-3 0954-23-8851

41 株式会社 川内設備工業 川内　修 川内　修 843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄93-1 0954-22-2318

42 株式会社 LIXILﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽLIXILﾘﾌｫｰﾑｼｮｯﾌﾟLTS鹿島店 小野光一 松尾修二 849-1322 佐賀県鹿島市字長丁1112-1 0954-69-8822

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

44 有限会社 たからべ配管工事店 堀江利一 堀江利一 840-0015 佐賀県佐賀市木原二丁目16-8 0952-23-0236

45 有限会社 中垣設備 中垣末三 中垣留二郎 846-0002 佐賀県多久市北多久町大字小侍1056 0952-74-3505

46 株式会社 本村設備工業 本村吉輝 本村吉輝 840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸1720 0952-37-7788

47 野中建設 株式会社 野中正博 原　直之 849-1201 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋3466 0954-65-3052

48 ハラダ工業 株式会社 原田武人 原田武人 840-0011 佐賀県佐賀市北川副町大字江上100-11 0952-29-6220
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49 佐賀配管工事 株式会社 馬場裕子 保坂一洋 840-0027 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄279-19 0952-23-8326

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

51 双栄建設 株式会社 峰英太郎 峰　貴志 849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口1398-1 0952-86-5309

52 株式会社 峰組 峰　勇二 笠原正明 849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口1398-1 0952-86-3477

53 株式会社 システムライフ 細永一郎 細永一郎 840-0811 佐賀県佐賀市大財五丁目8-3 0952-20-0771

54 松田建設 株式会社 松田正則 野中一男 849-2201 佐賀県武雄市北方町大字志久2572-4 0954-36-4381

55 井上設備 井上真一 井上真一 845-0031 佐賀県小城市三日月町堀江457-5 0952-71-1186

56 田中工務店 田中寿英 田中寿英 840-0851 佐賀県佐賀市天祐二丁目4-35 0952-22-2033

57 有限会社 川崎設備 川崎清隆 川崎清隆 849-1105 佐賀県杵島郡白石町大字遠江1538-1 0952-84-3979

58 株式会社 兼茂 土井　幸 大峯昭尚 849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原4002 0954-63-1616

59 有限会社 日生開発 立石良作 立石良作 849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口9-2 0952-86-5013

60 有限会社 中島建設 中村耕司 手柴浩一 842-0001 佐賀県神埼市神埼町神埼23 0952-52-1413

61 有限会社 小栁工業 小栁泰教 小栁泰教 849-0935 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄279-1 0952-29-2605

62 野上設備 野上哲也 野上哲也 849-0402 佐賀県杵島郡白石町大字福富下分3202 0952-71-7006

63 株式会社 テンプス 杉町利朗 杉町利朗 840-0863 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字十五1466番地 0952-97-8024

64 株式会社 石井建設 石井芳宏 石井芳宏 849-0505 佐賀県杵島郡江北町大字下小田1708-5 0952-86-2051

65 有限会社 吉原工務店 吉原政文 吉原政文 840-2103 佐賀県佐賀市諸富町大字寺井津124 0952-47-2272

66 株式会社 JAライフサポート佐賀　白石営業所 松尾一紀 松尾太一 849-1114 佐賀県杵島郡白石町大字馬洗190-1 0952-84-3141

67 有限会社 ヨシオカ 吉岡伸一 吉岡伸一 849-1201 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋4384-1 0954-65-4377
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