
  豊前市指定給水装置工事事業者一覧

業　者　名 代表者名 住　　　所 電話番号

有限会社太田綜合設備 太田　久枝 豊前市大字堀立439番地の1 83-2510

有限会社山﨑工務店 大久保 裕治 豊前市大字宇島316番地6 83-2839

有限会社小路設備工業 小路 秀樹 豊前市大字宇島53番地の8 83-3075

有限会社中井設備 中井 和行 豊前市大字大西1106番地2 82-3711

有限会社惠良工務店 惠良 信吉 豊前市大字四郎丸423番地1 82-1696

株式会社下畑電設工業 下畑 輝雄 豊前市大字久路土635番地の1 82-8705

株式会社しげもり豊前支店 茂森宏一郎 豊前市大字千束115番地の5 82-1078

拓水設備 大久保 剛 豊前市大字八屋2287-1 82-4546

有限会社西電工業 笹原 秀生 豊前市大字宇島76番地の24 83-3567

株式会社ムクノ 向野　秀定 豊前市大字八屋2533番地の2 83-2002

波木建設 笈木　一喜 豊前市大字高田48番地4 82-8990

有限会社西村ガス住設センター 西村　靖輝 豊前市大字中川底368番地 88-2783

司城設備 司城　一成 豊前市大字荒堀705番地1 82-4971

ムラタハウジングシステム 村田　晴敏 豊前市大字赤熊634 82-1002

光輪サービス 松田　俊顕 豊前市大字宇島52-3 83-2717

酒盛サービス設備 酒盛　保雄 豊前市大字吉木840番地14 82-1551

株式会社若本屋 若本　浩平 豊前市大字千束289番地の5 83-2525

松山設備 松山　伸次 豊前市大字八屋1540番地16 82-5697

髙井設備 髙井　周作 豊前市大字赤熊565番地 82-3303

スエマツ 末松　弘樹 豊前市大字野田567番地9 77-4774

RPシオタニ 塩谷　信治 豊前市大字大村1900番地1 0120-32-3584

タナベホーム設備 田鍋　博智 豊前市大字沓川92番地1 82-3699

高瀬設備工業 高瀬　勇 築上郡吉富町大字別府384番地4 23-1477

有限会社西口住宅設備 西口　周治 築上郡築上町大字高塚399番地の1 0930-56-4146

株式会社山内工務店 山内　弘美 築上郡築上町大字湊608-7 0930-56-2207

合資会社中野電気商会 中野　隆徳 築上郡築上町築城138番地の3 0930-52-3193

門野設備 門野　弘幸 築上郡築上町大字伝法寺562番地 0930-54-0123

宮西設備株式会社 宮西　太一 行橋市中央一丁目10番18号 0930-23-1634

有限会社能方設備 能方　英明 行橋市東泉四丁目21番19号 0930-23-3068

株式会社米田水道 米田　桂太 行橋市行事四丁目4番36号 0930-22-1612

株式会社周防灘ビルサービス 岡本　隆 行橋市南大橋二丁目3番8号 0930-22-7988

有限会社ダイワ工業 古末　広宣 行橋市大字金屋419番地の10 0930-25-1885

株式会社奥村商会 奥村　美佐樹 行橋市大字道場寺1432番地1 0930-22-2499

有限会社永幸設備 永岡　守幸 行橋市大字元永字新開777番地の3 0930-22-6240

株式会社総合企画光 髙田　光城 行橋市下検地174番地3 0930-23-9100

ウエダ 上田　憲一 行橋市大字今井3735番地 0930-24-0850

昭和工業 友成　新吾 行橋市南大橋4丁目17-27 0930-24-0218

すえまつ興産株式会社 末松　孝一 行橋市行事七丁目24番35号 0930-22-1407

株式会社ながそえ 永添　豊治 中津市沖代町二丁目2番13号 22-0611

株式会社つねひろ 恒廣　倫光 中津市大字永添346番地の6 24-0088

有限会社村本工務店 村本　隆幸 中津市大字下池永929番地の1 22-2468

株式会社松本総合設備 松本　晋作 中津市大字宮夫273番地の7 24-5035

株式会社向野工務店 向野　正悟 中津市大字蛎瀬1215番地の25 23-1925

有限会社サクラ住宅設備 佐田　晋治 中津市大字下宮永645番地の7 24-2173

株式会社岩渕工務店 岩渕　英司 中津市大字田尻崎8番地3 22-9532
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有限会社日高商会 日高　正義 中津市大字一ツ松215番地 22-4081

有限会社友末工務店 友末　健一 中津市大字角木3番地の2 22-5635

有限会社フジ電 藤本　省一 中津市大字大悟法795番地 32-1515

有限会社島崎設備工業 島崎　保男 中津市大字是則301番地の1 32-3745

フジグロース株式会社 藤井　順二 中津市大字高瀬1016番地1 23-7271

サクラホーム 佐田　弘志 中津市中央町一丁目4-17 23-8218

イークラフト 甲斐　一生 中津市大字大悟法46番8 32-7752

なみき株式会社 中尾　正和 中津市大字中央町一丁目8番3号 64-8311

株式会社日大 黒瀬　孝一 中津市大字福島1642番地1 64-6464

総合設備業上田工務店 上田　秀二 中津市大字福島2691番地2 64-7571

株式会社ミツワ 小久保　俊男 中津市大字鍋島829番地 32-5589

有限会社平原工業 平原　隆三 中津市大字伊藤田2900番地 32-6173

徳丸設備株式会社 徳丸　健太郎 中津市沖代町二丁目6番21号 53-8313

ひびき株式会社 植山　守 中津市大字福島2149番地1 32-7103

株式会社松山商会 松山　義憲 中津市1572番地 22-2878

株式会社泉産業 矢野　和彦 京都郡苅田町神田町一丁目16番地8 093-434-0459

株式会社森若工務店 森若　國廣 京都郡苅田町大字与原1814番地の5 0930-23-3562

有限会社沖永衛生社 沖永　将弘 京都郡苅田町大字与原2123-1 093-436-2236

株式会社みやこ産業 金谷　相勲 京都郡苅田町大字与原2210番地の2 093-436-2666

株式会社明光設備工業 越智　政一 北九州市小倉北区中井三丁目8番17号 093-561-6577

山和株式会社 山下　貫二 北九州市小倉北区足原二丁目5番33号 093-921-5888

株式会社大弥 中尾　将治 北九州市八幡東区中尾三丁目7番8号 093-651-0279

株式会社増田設備工業 増田　憲明 北九州市小倉南区田原新町一丁目12番10号 093-472-3066

清水管工 清水　正明 北九州市小倉南区安部山2番1号 093-921-7733

株式会社城山水道設備 城山　清 北九州市八幡西区木屋瀬一丁目18番22号 093-617-2705

菅設備株式会社 菅　治昭 北九州市八幡西区東鳴水一丁目10番5号 093-641-2121

義高建設工業株式会社 縄田　清髙 北九州市小倉南区沼南町一丁目16番31号 093-471-7796

三菱電機システムサービス㈱北九州サービスステーション 佐久目　誠記 北九州市八幡東区昭和二丁目5番25号 093-563-1231

株式会社クラシアン 鈴木　一也 北九州市小倉南区上葛原2-22-27(北九州営業所) 0120-511-511

村岡工務店 村岡　唯七 北九州市門司区黒川東2丁目11-14 093-861-9781

株式会社システム1 古川　伸一 北九州市八幡西区鷹の巣三丁目10番10号1F 093-883-7955

章刀設備工業 吉田　章 北九州市小倉南区徳力二丁目13番11-205号 093-962-2786

株式会社福田工務店 福田　秀徳 遠賀郡遠賀町大字木守966番地 093-293-0168

有限会社岡田設備工業 岡田　　満 遠賀郡岡垣町大字吉木1158番地の5 093-283-3531

株式会社野村設備 野村　明功 久留米市太郎原町302 0942-45-3039

嶋本工業株式会社 嶋本　祐介 田川市弓削田3470番地5 0947-23-0493

有限会社嶌田設備 嶌田　久生 宇佐市大字長洲3194番地の1 0978-38-0030

新貝電気店 新貝　展正 宇佐市大字下庄1675番地の1 0978-32-1530

有限会社はちまん設備 松崎　賢介 宇佐市大字南宇佐1267番地の1 0978-32-7386

クウエイ設備 小林　義輝 宇佐市大字葛原253番地の3 0978-32-1616

有限会社木村電建工業 木村　保美 宇佐市安心院町木裳262番地の3 0978-44-1306

株式会社STサービス 白川　貴訓 糟屋郡新宮町立花口2292番地60 092-962-0080

中之島鉄工株式会社 大鍛治　昭一 豊後高田市御玉8番地の2 0978-24-0222

株式会社イースマイル 島村　禮孝 福岡市南区折立町6－7　(九州支店) 0120-123-456

株式会社アクアライン 大垣内　剛 広島市中区上八丁堀8番8号 第1ウエノヤビル6F 082-502-6644

株式会社 Ｎ-Ｖｉｓｉｏｎ 中村　信幸 広島市中区舟鶴見町8番57号 082-275-5227
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