
業    者    名 代表者名 所在地 電話

1  香英住設   伊藤　浩司 香春町鏡山1107番地の2 32-7227 

2  ㈱永和ビルテック   竹志田　誠二 田川市大字川宮915-1            42-6323

3  ㈱クラシアン   鈴木　一也 北九州市八幡西区鷹の巣3-10-10  　 093-621-5461

4  石原建設㈲   石原　浩二 嘉麻市大字下山田715-1 0948-53-3264 

5  ㈲英設備   荒川　民幸 田川市大字伊田4141-4 46-3890 

6  ㈱みやけ商会   三宅　光温 行橋市大字下津熊1050番地 0930-22-1663

7  ㈱水交舎   平田　俊成 田川市大字川宮420-1 42-1869 

8  高橋設備工業   高橋　武志 田川郡福智町      090-3017-4924

9  ㈲樋口組   樋口　啓一 添田町大字添田2552 82-0388 

10  ㈲下垣内設備   下垣内　信二 飯塚市大字柏の森940番地6 0948-29-1056 

11  ㈲神谷設備   神谷　一 北九州市八幡西区市瀬3丁目17-15  　 093-647-7713

12  ㈱有光工務店   有光　憲史 飯塚市大字下三緒字岡ノ浦15-3     0948-23-4546

13  豊福空調工業㈱   豊福　淳一 田川市大字川宮1234－3          42-4307

14  舞鶴設備工業㈱   上野　達司 飯塚市大字柳橋字小池280-1     0948-22-6394

15  ㈲藤井設備工業   藤井　明　 田川郡福智町大字赤池1098          28-4611

16  田中設備   田中　実　 田川郡福智町大字赤池1017-32          28-4996

17  イオハラ設備㈱   庵原　隆　 直方市大字頓野字藤野4099-5     09492-6-0707

18  溝上設備   溝上　進　 田川郡福智町神崎351          22-3593

19  恭洋設備   上野　恭洋 田川郡福智町伊方4333-4          22-2536

20  岩下住設   岩下　政宣 田川市弓削田868番地8          45-7123

21  中山設備工業   中山　稔 田川郡香春町大字採銅所4447-5          32-5838

22  ㈲矢野工業   小川　伸一 宮若市大字上大隈691の2     0949-32-8476

23  ㈲菊地水道設備   菊地　紀雄 鞍手郡小竹町大字赤地1852番地     0949-24-0791

24  ㈱深田環境開発工業 　深田　芳美 飯塚市菰田東二丁目18番8号     0948-22-4470

25  ㈲竹内設備   竹内　英嗣 北九州市八幡西区岩崎二丁目20番12号     093-618-3668

26  ㈱藤井工務店   藤井　雅徳 飯塚市大字幸袋99番地5     0948-22-8935

27  アメニテｲ－開発工業㈲   橋本　俊昭 　大任町大字今任原4084-1          63-3281

28  ㈲森設備   森　正章 　大野城市南ケ丘5丁目11番2号     092-596-1322

29  稲崎設備   稲崎　徳松   田川市大字伊田2736-1      090-3603-1866

30  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

31  ㈲福岡設備   大塚　盛利 嘉穂郡桂川町大字土師3091     0948-65-1035

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

33  安永工業   安永　眞次 直方市大字畑703     0949-24-1529

34  ㈱大弥水道 　田中　剛 北九州市八幡東区中尾三丁目７番8号     093-651-0279

35  日栄設備販売   坂本　洋次 北九州市八幡西区御開一丁目16番26号     093-603-8790

36  ㈲今川工務店   吉田　善行   田川市大字伊田町4番25号          42-1486

37  研寿   石井　和寿   田川市大字新町11-14ﾏﾙｾﾞﾝﾋﾞﾙ2F          42-5842

38  坂木設備   坂木　栄治 　大任町大字今任原985番地            63-2701

39  ㈲金屋商会 　金屋　誠 北九州市八幡西区則松一丁目5番12号     093-691-1195

40  ㈲中村設備工業所   中村　庄治郎 飯塚市菰田東二丁目16番3号     0948-22-4090

41  ㈱九州設備メンテナンス　上市　章   飯塚市大字太郎丸820番地     0948-21-4885

42  ㈲大塚給水工業   大塚　理榮 嘉麻市大字上山田1652番地の1     0948-52-0417

43  マツキ工務店㈲ 　吉永　茂樹   北九州市小倉北区白銀一丁目9-13     093-921-5413

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

45  ㈲ジーエス 　後給　広美 北九州市八幡西区大平1丁目10番12号     093-613-7766

46  小池設備工業   小池　隆則    田川郡福智町神崎1577-3          22-3947

47  ㈱城山水道設備   城山　清 北九州市八幡西区木屋瀬１－１８－２２     093-617-2705
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48 清水管工 清水　正明 北九州市小倉南区湯川4-4-2  　 093-921-7733

49 ㈱白金 田中　善典 福岡市中央区白金1-16-19  　 092-531-2872

50 橋爪工務店 橋爪　勝利 田川市大字伊田4969            44-8465

51 ㈲)藤木水道設備 藤木　好延 北九州市八幡西区浅川日の峰2丁目12番18号  　 093-691-0361

52 ㈲ジェーエス工業 坂口　宗利 飯塚市下三緒328-1  　 0948-23-9724

53 宮村設備工房 　宮村　徹 田川市大字伊田1242            46-5225

54 誠　工 村上　誠吾 田川市大字奈良1520-23            42-9391

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

56 ㈱未輝設備 松野　敏明 北九州市八幡西区笹田12-121  　 093-617-2290

57 ㈲共栄設備 山崎　照幸 田川市大字夏吉3064番地            44-1509

58 畠中設備 畠中　洋一 嘉麻市上山田1094-87  　 0948-52-1954

59 ヤマショウ 山内　民憲 田川市大字奈良1520-23            42-7333

60 宮田設備商会 宮田　哲宏 田川市大字弓削田162-1            44-0877

61 池田設備㈱ 池田　芳雄 飯塚市大字鶴三緒1195番地1  　 0948-23-1315

62 ㈲千歳工業 中川　敏文 飯塚市相田685番地1  　 0948-24-1402

63 オーエス設備㈱ 岡﨑　誠児 北九州市八幡西区三ヶ森四丁目12-1     093-613-0051

64 ㈲マルコー設備 牛島　英文 福岡市早良区四箇6丁目7-6     092-812-2387

65 ㈱昭和管工 　重　清康 飯塚市天道68番地     0948-23-2789

66 　 ㈲ミヤケビルメンテナンス 　三宅　幸太郎 福岡市城南区樋井川1丁目12-10     092-861-9301

67 　㈲瓜生設備工業 瓜生　英彦 飯塚市新立岩8番15号     0948-26-2203

68 　㈱浦山設備工業 浦山　幸夫 糸島市二丈吉井3725番地5     092-326-5124

69 ㈱イースマイル 島村　禮孝 大阪府大阪市浪速区敷津東3-7-10     06-6631-7449


