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有限会社　大久保設備工業 代表取締役　大久保 公明 835-0005 みやま市瀬高町大草1487番地の9 0944-62-2996

有限会社　廣瀬住設 代表取締役　廣瀬 岩男 835-0023 みやま市瀬高町小川1138番地の1 0944-62-2582

株式会社　フジプランニング 代表取締役　田中 広太郎 835-0025 みやま市瀬高町上庄885番地の5 0944-63-2292

有限会社　溝上工務店 代表取締役　溝上 美恵子 835-0024 みやま市瀬高町下庄1955番地の1 0944-63-7307

稗田工業所 代表者　稗田 俊郎 835-0024 みやま市瀬高町下庄2303番地の10 0944-62-2885

株式会社　藤和開発 代表取締役　藤井 隆 835-0016 みやま市瀬高町濱田 117番地 5 0944‐63‐6777

株式会社　幸龍 代表取締役　和泉 達明 835-0016 みやま市瀬高町濱田243番地の9 0944-63-3222

江崎設備 代表者　江崎裕司 835-0017 みやま市瀬高町東津留185番地5 0944-63-6768

有限会社　まるは設備 代表取締役　橋本啓介 835-0022 みやま市瀬高町文廣942番地2 0944-62-3003

田中設備 代表者　田中 昭光 835-0013 みやま市瀬高町太神1525番地2 0944-63-8065

 西日本管機工株式会社 代表取締役　大津 理 839-0211 みやま市高田町徳島254番地 0944-22-5440

有限会社　水斗 代表取締役　久保田 隆二 839-0215 みやま市高田町濃施541番地2 0944-22-3382

株式会社　松田組 代表取締役　松田 耕志 839-0224 みやま市高田町田尻927番地の1 0944-22-5801

株式会社　三開永江組 代表取締役　永江 喜代美 839-0213 みやま市高田町江浦1610番地の1 0944-22-5418

舟木農工社 代表者　舟木敏夫 835-0102 みやま市山川町尾野2114番地の1 0944-67-0448

石橋商店 代表者　石橋隆夫 835-0102 みやま市山川町尾野2123番地の1 0944-67-0418

沖産業 代表者　沖 敬一 835-0115 みやま市山川町原町149番地 0944-67-1463

有限会社　菅原商事 代表取締役　菅原 竜介 835-0115 みやま市山川町原町461番地 0944-67-0459

株式会社　梅野工務店 代表取締役　戸田 誠二 839-0852 久留米市高良内町2944番地の81 0942-44-4181

玉井設備 代表者　矢田貝 昌宏 830-0206 久留米市城島町六町原351番地の2 0942-62-4860

吉原住設 代表者　吉原 勇 830-0061 久留米市津福今町160番地の1 0942-36-0483

株式会社　国益 代表取締役　山下 知千 839-0862 久留米市野中町140番地の15 0942-43-1251

株式会社　古賀住設 代表取締役　古賀 恭治 839-0809 久留米市東合川5丁目6番29号 0942-44-6174

江渕設備株式会社 代表取締役　大坪　誠 839-0863 久留米市国分町1172番地5 0942-50-0770

東部管工事 代表者　坂田 政博 830-0003 久留米市東櫛原町283番地の2 0942-35-6998

株式会社　クリアウォーター設備 代表取締役　吉武 章 830-0103 久留米市三潴町高三潴1426番地2 0942-64-5562

株式会社　森山 代表取締役　森山 泰吉 830-0116 久留米市三潴町清松42番地の5 0942-65-0114

有限会社　エース工業 代表取締役　相田 祐二 830-0072 久留米市安武町安武本2729番地の7 0942-26-0221

有限会社　ネットワーク 代表取締役　内田　保 830-0226 久留米市城島町西青木22番地1 0942-62-2891

株式会社　古川工務店 代表取締役　古川 恒博 839-0809 久留米市東合川1丁目5番8号 0942-45-2277
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有限会社　ユース 代表取締役　市丸 民生 830-0223 久留米市城島町四郎丸280番地1 0942-51-5522

株式会社　梅崎工業 代表取締役　梅崎 義一 832-0041 柳川市片原町22番地の1 0944-73-3623

九州洗罐工事株式会社 代表取締役　中村亮輔 832-0005 柳川市西蒲池1142番地2 0944-72-1609

株式会社 マツウラ 代表取締役　松浦 文人 832-0825 柳川市三橋町江曲137番地2 0944-73-3964

有限会社　吉開住設工業 代表取締役　吉開 淳一郎 832-0815 柳川市三橋町白鳥488番地の1 0944‐74‐0959

アジア商事有限会社 代表取締役　長野 裕之 832-0826 柳川市三橋町高畑206番地の3 0944-73-0115

有限会社　甲木設備 代表取締役　甲木 弘文 832-0806 柳川市三橋町柳河618番地 0944-74-0743

濱田設備 代表者　濱田 満広 832-0827 柳川市三橋町蒲船津515番地の11 0944-74-1871

有限会社　明野水道 代表取締役　白谷 憲次 839-0251 柳川市大和町明野1192番地 0944-76-1354

白谷設備工業 代表者　白谷 泰紹 839-0251 柳川市大和町明野536番地の1 0944-76-3283

有限会社　藤木工務店 代表取締役　藤木 正樹 839-0244 柳川市大和町六合553番地の1 0944-76-3245

有限会社　野田設備 代表取締役　野田 　葵 839-0261 柳川市大和町皿垣開1563番地 0944-76-0829

株式会社　ヒラカワ 代表取締役　平川 實夫 839-0243 柳川市大和町塩塚1327番地 0944-76-4191

有限会社　松本水道 代表取締役　松本 安秋 839-0253 柳川市大和町鷹尾660番地の3 0944-76-0014

有限会社　石橋設備 代表取締役　石橋 勲 839-0254 柳川市大和町中島91番地 0944-76-4607

株式会社　九電工　柳川営業所 所長　堤　真之 839-0241 柳川市大和町徳益415番地の10 0944-73-3141

有限会社　えびす地建 代表取締役　古賀 満 832-0067 柳川市鬼童町26番地の1 0944-72-8654

あらまき設備 代表者　荒巻 隆輔 832-0087 柳川市七ツ家410番地 0944-73-0701

大松住宅設備株式会社 代表取締役社長　松本 洋一 837-0916 大牟田市大字田隈897番地5 0944-41-7000

村谷技術設備株式会社 代表者　村谷 三郎 836-0853 大牟田市上町１丁目１番地10 0944-51-7464

杉野ボーリング 代表者　杉野 剛 836-0002 大牟田市大字岬1829番地1 0944-53-5679

有限会社　徳永工務店 代表取締役　徳永 一美 836-0002 大牟田市大字岬2892番地10 0944-58-1065

坂口設備株式会社 代表取締役社長　坂口 一 837-0924 大牟田市大字歴木460番地の15 0944-51-0208

株式会社　川口組 代表取締役　川口 浩之 836-0052 大牟田市白金町78番地 0944-52-7623

有限会社　大工園設備 代表取締役　佐々木 雅敏 836-0843 大牟田市不知火町3丁目156番地6 0944-53-6186

有冨設備 代表者　有冨 弘巳 837-0904 大牟田市大字吉野577番地2 0944‐59‐9887

有限会社　西日本設備工業 代表取締役　本多 繁 836-0895 大牟田市新勝立町4丁目85番地11 0944-56-7518

株式会社　サプライ飛永 代表取締役　坂田　義明 836-0006 大牟田市大黒町1丁目21番地 0944-52-7700

有限会社　有明総合設備 代表取締役　荒木 雅嚴 837-0924 大牟田市大字歴木1807番地1230 0944-51-6155

前田井戸ポンプ店 代表者　前田 淳次 836-0096 大牟田市萩尾町2丁目10番地1 0944-51-3470
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コスモ産業株式会社 代表取締役　平木 至 836-0073 大牟田市船津町1丁目10番地10 0944-51-5450

有限会社　朝岡商事 代表取締役　朝岡 光男 836-0073 大牟田市船津町1丁目10番地の1 0944-56-7510

株式会社　髙木ボーリング 代表取締役　髙木 英憲 836-0075 大牟田市南船津町2丁目4番地の9 0944‐53‐6501

処理設備 株式会社 代表取締役　河野 多宣 836-0004 大牟田市大字手鎌143番地1 0944-51-2522

大牟田プロパン住宅用機器有限会社 代表取締役　河野 起實 836-0831 大牟田市泉町1番地の6 0944-56-5310

株式会社　丸正工業 代表取締役　江頭 正見 831-0034 大川市大字一木308番地の1 0944-86-2707

株式会社　鶴商 代表取締役　鶴 善徳 831-0034 大川市大字一木719番地の2 0944-88-1161

有限会社　城建設工業 代表取締役　城口 英輔 831-0004 大川市大字榎津77番地の1の2 0944-87-7700

大川管工事業協同組合 理事長 龍　裕介 831-0027 大川市大字荻島375番地の3 0944-87-4082

大川電気興業有限会社 代表取締役　金子 良一 831-0041 大川市大字小保809番地の14 0944-87-7654

シマ工業株式会社 代表取締役　鍋嶋　正人 831-0002 大川市大字下林400番地 1 0944-87-4465

栄和設備工業有限会社 代表取締役　江頭 新治 831-0016 大川市大字酒見555番地の1 0944-86-3348

有限会社 古賀設備 代表取締役　古賀 勝實 831-0035 大川市大字津201番地の2 0944-87-5417

株式会社　牟田商会 代表取締役　牟田 利弘 833-0041 筑後市大字和泉185番地の3 0942-53-3127

有限会社　城崎設備工業 代表取締役　城崎 洋子 833-0014 筑後市大字尾島759番地の1 0942-52-5254

有限会社　筑後温水器 代表取締役　渡辺 孝人 833-0026 筑後市大字折地185番地 0942-53-3922

徳永設備 代表者　徳永 有司 833-0011 筑後市大字久恵1063番地1 0942-52-5434

神楽設備 代表者　古賀久人 833-0055 筑後市大字熊野231番地11 0942-53-7742

三州建設株式会社 代表取締役　冨安 正年 833-0054 筑後市大字蔵数575番地1 0942-53-1216

有限会社　山内施設工業 代表取締役　山内　秀昭 833-0023 筑後市大字馬間田1286番地1 0944-63-2663

有限会社　石貫設備 代表取締役　石貫 和美 833-0053 筑後市大字西牟田3597番地の2 0942-53-7295

五熱企画 代表者　五十嵐 靖幸 833-0023 筑後市大字野町675番地4 0942-53-0274

小宮産業機械株式会社 代表取締役　馬場　一成 833-0041 筑後市大字和泉289番地2 0942-53-7581

有限会社　スミ設備工業 代表取締役　角 浩一郎 834-0053 八女市大字川犬1349番地の1 0943-22-5465

清香設備工業株式会社 代表取締役　松尾 和 834-0064 八女市大字蒲原695番地の1 0943-22-7888

有限会社　椿原住宅設備 代表取締役　椿原 禮二郎 834-1217 八女郡黒木町大字黒木83番地の1 0943-42-0269

有限会社　牛嶋住興 代表取締役　牛嶋 寿人 834-0081 八女市立花町山崎1067番地1 0943-22-6611

有限会社　丸山設備 代表取締役　丸山 敬次 834-0121 八女郡広川町大字広川38番地の1 0943‐32‐5195

古賀住宅設備 代表者　古賀 裕典 834-0123 八女郡広川町大字藤田84番地1 0942-52-7033

岩永設備 代表者　岩永 勲 830-0403 三潴郡大木町大字大角1968番地の1 0944-32-0613
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株式会社　廣松設備 代表取締役　廣松 優一 830-0424 三潴郡大木町大字三八松2234番地の6 0944-32-1237

株式会社 フクダヤ 代表取締役　福田 祐三 838-0815 朝倉郡筑前町野町1855番地8 0946-22-3373

髙木設備工業 代表者　髙木 貴之 819-0002 福岡市西区姪の浜4丁目17番15号 092-881-2057

株式会社　エースクリーン 代表取締役　前本 博章 812-0861 福岡市博多区浦田2丁目2番2号 092-504-5111

工藤設備工業株式会社 代表取締役　工藤 光明 862-0941 熊本市出水8丁目35番30号 096‐375‐1555

株式会社　栄宏設備工業 代表取締役　児安 建典 862-0947 熊本市東区画図町重富660番1 096-379-3434

株式会社　コゥ・テック 代表取締役　溝脇 潤平 836-0083 福岡県大牟田市長田町11-1 0944-55-1040

中央設備工業株式会社 代表取締役社長　棚橋 史雄 864-0021 熊本県荒尾市一部2157番地4 0968-68-5447

有限会社　広瀬商会 代表取締役　廣瀬 健一 864-0026 熊本県荒尾市牛水201番地2 0968-62-1981

有限会社　Ｄａｉｗａ 代表取締役　石塚 誠 836-0012 福岡県大牟田市明治町一丁目4番地13 0944-53-5253

岩北設備工業有限会社 代表取締役　吉田 重弘 864-0052 熊本県荒尾市四ツ山町2丁目9番11号 0968-62-2191

有限会社 三和建設 代表取締役　河部 啓宣 864-0054 熊本県荒尾市大正町2丁目1番21号 0968-62-0264

有限会社　荒尾ガラスセンター 代表取締役　林田 憲次 864-0053 熊本県荒尾市西原町2丁目10番25号 0968-62-7992

有限会社　宮﨑住宅設備 代表取締役　宮崎 森介 836-0034 大牟田市小浜町82番地の46 0944-56-0279

中島設備 代表者　中島 知倫 830-0226 久留米市城島町西青木146番地3 0942-62-4889

トヨタ設備株式会社 代表取締役　豊田　寛 831-0016 大川市大字酒見279番地1大川中央ビル102号 0944-86-3041

株式会社　岡工務店 代表取締役　岡　照久 832-0045 柳川市本町68番地の9 0944-72-4476

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

有限会社　原設備 代表取締役　原 義人 841-0052 佐賀県鳥栖市宿町1095番地 0942-84-5557

有限会社　ありあけ管工設備 代表取締役　今村　速男 865-0011 熊本県玉名市上小田604番地2 0968-72-4017

浦設備工業 代表者　浦　大剛 832-0003 柳川市立石535番地1 0944-73-0001

有限会社　協和設備 代表取締役　本村　龍美 836-0005 大牟田市椿黒町64番地の3 0944-56-4764

島村住設 代表者　嶋村久義 861-0815 熊本県玉名郡南関町大字豊永2114番地1 0968-53-3273

植田管工設備株式会社 代表取締役　内田　締男 830-0051 久留米市南四丁目29番22号 0942-21-8304

諸藤工業合同会社 代表社員　諸藤 栄一 832-0816 柳川市三橋町久末１４０番地１ 0944‐74‐1055

株式会社　ボイラーサービス社 代表取締役　横山　賢二 818-0024 筑紫野市原田七丁目3番地7 092-926-2888

株式会社　和泉オークス 代表取締役　和泉　光信 839-0862 久留米市野中町1055番地1 0942-32-5769

阿志賀設備 代表者　阿志賀　照明 832-0827 柳川市三橋町蒲船津37番地7 0944-73-9308

水工 代表者　堤　武彦 832-0053 柳川市大浜町316番地1 0944-74-1098

MORO設備 代表者　諸藤靖雄 861-0803 玉名郡南関町関町387番地１ 0968-53-3382
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株式会社　池上設備工業 代表取締役　池上　直義 832-0005 柳川市西蒲池15番地 0944-73-1444

株式会社 和水住設 代表取締役　中園　誠二 830-0116 久留米市三潴町清松 249番地3 0942－64－5816

有限会社　マルコー設備 代表取締役　内山　雅彦 811-1103 福岡市早良区四箇6丁目11-6 092-812-2387

成清住設 代表者　成清　日出海 832-0088 柳川市間1222番地1 0944-85-0532

龍設備企画 代表者　龍　武敏 831-0043 大川市大字新田1304番地2 0944-87-3263

もりた住機設備株式会社 代表取締役　森田　哲二 831-0016 大川市大字酒見517番地 0944-88-3333

株式会社　ユニイチ 代表取締役　松尾　一広 839-0809 久留米市東合川四丁目9番25号 0942-45-3033

株式会社　タカダ 代表取締役　髙田　忠宜 831-0004 大川市大字榎津30-1 0944-86-5299

株式会社 黒﨑商会 代表取締役　黒﨑　達也 864-0001 熊本県荒尾市原万田213-17 0968-62-2221

中地設備 代表者　中地幸蔵 818-0068 筑紫野市石崎3丁目30-5 092-925-8415

エムティー設備 代表　本村孝徳 831-0011 大川市大字下白垣375-1 0944-87-3533

高牟礼住宅設備 代表　一ノ宮昌伸 839-0852 久留米市高良内町2556-24 0942-45-1285

株式会社　大分サービス 代表取締役　志堂寺　修 870-0901 大分市西新地１丁目３２番１号 097-551-9150

株式会社　河建 代表取締役　河野 秀敏 839-0215 みやま市高田町濃施634 0944-22-3711

(株)カナクリ設備工業 代表取締役　金栗 剛 835-0024 みやま市瀬高町下庄1728 0944-62-2869

有限会社　村尾 代表取締役　村尾秀樹 831-0041 大川市大字小保30番地 0944-86-2523

有限会社　熊本環水 代表取締役　池田知博 860-0073 熊本市中央区島崎1-3-30 096-322-6616

おはよう設備有限会社 代表取締役　西 航平 831-0031 大川市上巻270-1 0944-86-8084

三菱電機システムサービス株式会社 代表取締役　佐久目 誠記 154-0004 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 03-5431-7750

株式会社　豊栄工業 代表取締役　川原 恵介 830-0052 久留米市上津町2385番地26 0942-22-0053

TAC住設 岡 哲也 830-0102 久留米市三潴町田川400 0942-65-2940

㈱ヒエダ 代表取締役　稗田 純久 835-0023 みやま市瀬高町小川1155番地の3 0944-62-2711

株式会社　N-Vision 代表取締役　中村 信幸 730-0045 広島市中区鶴見町8-57 082-275-5227

㈱イースマイル 代表取締役　島村 禮孝 542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3 06-6631-7449

井手設備 井手　力 832-0081 柳川市西浜武 443-1 0944-72-5499

(株)アクアライン 大垣内　剛 730-0012 広島市中区上八丁堀８番８号 082-502-6644

えぐち住宅設備 江口　靖昭 830-0114 久留米市三潴町福光307 0942-55-6512

(株)　中島設備 代表取締役　中島知倫 830-0105 久留米市三潴町草場287-3 0942-65-2233

(株)五熱企画 代表取締役　五十嵐 靖幸 833-0032 筑後市大字野町675番地4 0942-53-0274

(株)ヤマト機材 代表取締役　坂田 富男 836-0003 大牟田市大字唐船160-2 0944-52-7861
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㈱クラシアン 代表取締役　鈴木　一也 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 045-473-8181

千代田メンテナンス㈱ 代表取締役　千代田敏孝 830-0059 久留米市江戸屋敷2丁目5番25号 0942-65-5312

森設備 代表　森　高生 830-0406 三潴郡大木町大字前牟田659 0944-33-2269

株式会社　白金 代表者　中川　久美 810-0012 福岡市中央区白金1丁目16-19 092-531-2872

中尾総合設備 代表者　中尾　佳輔 864-0032 熊本県荒尾市増永2755-3 0968-51-3826

株式会社　オオキ 代表取締役　大城　政勝 839-0215 みやま市高田町濃施342-4 0944-22-5716

翼住宅設備 山下　剛弘 837-0924 大牟田市大字歴木1807番地1364 090-3073-6554

坂田住工 坂田　善彦 849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口2834-3 0942-85-7474

有限会社 福沢住宅設備 代表取締役　福澤　大 839-0811 久留米市山川神代三丁目2335-3 0942-44-8432

株式会社　九設 代表取締役社長　田島　貴博 870-0945 大分県大分市大字津守500番地  097-569-3526

有限会社　角屋 代表取締役　小川　忠司 834-1102 八女市上陽町北川内193-1 0943-54-3318

宇津宮技建 代表　宇津宮　誠 835-0101 みやま市山川町立山1322-1 0944-67-2201

(有）橋村住設 代表取締役　橋村　賢二 834-1292 八女市黒木町田本１７８－１ 0943-42-0096


