
岡垣町指定給水装置工事事業者一覧表

番号 名　称 代表者 住　所 電話番号

1 親和産業（株） 前川 友希 遠賀郡岡垣町大字糠塚360番地 093-282-4658

2 川原水道住宅設備 川原 榮 遠賀郡岡垣町吉木東二丁目25番2号 093-282-0769

3 (有)岡田設備工業 岡田 満 遠賀郡岡垣町大字吉木1158番地5 093-283-3531

4 (株)東洋建設 兼光 在俊 遠賀郡岡垣町桜台14番10号 093-282-0135

5 塩田設備 塩田 博 遠賀郡芦屋町幸町7-5 093-223-5126

6 (株)村上工務店 村上 昇市 中間市大字垣生998番地 093-245-0547

7 (有)入江設備 山上 秀彦 遠賀郡水巻町下二西二丁目1番1号 093-201-2511

8 (株)飯野工務店 飯野 裕子 北九州市八幡西区三ヶ森三丁目4番8号 093-611-1004

9 ミノル設備工業(株) 小田 篤 宗像市稲元二丁目16番10号 0940-32-3596

10 (有)力丸住宅設備店 力丸 伸一郎 宗像市日の里一丁目6番地の7 0940-36-5308

11 山田住宅(有) 山田 豊 遠賀郡岡垣町旭台二丁目11-3 093-282-5783

12 (株)アポロン商会 毛利 有伸 北九州市小倉北区下到津二丁目12-18 093-582-0191

13 村岡設備 村岡 一美 遠賀郡遠賀町大字鬼津2745番地の1 093-293-1800

14 (株)福間住設 秦 和彦 福津市西福間四丁目５番９号 0940-43-3211

15 (有)佐伯工務店 佐伯 重義 遠賀郡遠賀町旧停1丁目6番7号 093-293-0170

16 (有)竹内設備 樋口 正樹 北九州市八幡西区岩崎二丁目19番6号 093-618-3668

17 協和管工(株) 花田 聡子 宗像市宮田一丁目8番8号 0940-33-6633

18 (株)佐藤商店 佐藤 暢男 遠賀郡芦屋町白浜町2番3号 093-223-3131

19 三和産業(株) 西本 和則 北九州市八幡西区力丸町22番14号 093-603-2299

20 新生設備 中村 幸男 飯塚市勢田59-1 09496-2-6309

21 (株)高野工務店 高野 耕一 北九州市八幡西区岩崎一丁目1-11 093-617-6511

22 北陽設備工業 北 隆介 遠賀郡岡垣町野間二丁目12番5号 093-282-5663

23 (有)石松設備工業 川端 隆宏 宗像市牟田尻1938番地の1 0940-62-1557

24 (有)神谷設備 神谷 一 北九州市八幡西区市瀬三丁目17－15 093-647-7713

25 (株)金屋商会 金屋 貴仁 北九州市八幡西区則松一丁目5-12 093-691-1195

26 (株)木下設備 木下 浩二 北九州市八幡西区鷹の巣一丁目9番4号 093-642-2028

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

28 (株)大興設備工業 大江 修 北九州市戸畑区夜宮三丁目4-22 093-861-1051

29 (株)内山組 内山 憲二 北九州市門司区吉志三丁目7-29 093-481-0117

30 日興建設(株) 徳永 誠 北九州市八幡西区市瀬1-4-3 093-644-9018

31 山和(株) 山下 貫二 北九州市小倉北区足原二丁目5-23 093-921-5888

32 (有)吉本工務店 吉本 幸弘 北九州市戸畑区新地三丁目2-4 093-882-0460

33 永久工業(株) 永久 美生 北九州市八幡東区帆柱一丁目1番44号 093-681-6665

34 (株)城山水道設備 城山 清 北九州市八幡西区木屋瀬1丁目18番22号 093-617-2705

35 (有)福岡空調設備 谷内野 督二 直方市大字山部758-16 09492-4-7556

36 高松設備商会 高松 和彦 粕屋郡須恵町大字須恵342の7 092-934-0543

37 極東建設工業(有) 古賀 三喜男 北九州市八幡西区茶屋ノ原四丁目15-3 093-618-3856

38 (有)峰設備 小田 シノブ 宗像市池田1719番地 0940-62-2243

39 (株)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

40 コーア住宅設備機器販売(株) 元永 昌行 北九州市八幡西区浅川日の峯1-1-1 093-602-0300

41 西村住宅産業(株) 西村 俊行 北九州市小倉北区中井五丁目19-7 093-591-2445

42 トータルリフォーム夢工房 藤木 千鶴子 北九州市八幡西区浅川日の峯2-12-18 093-611-3350

43 (有)英建総合工業 重村 英臣 北九州市八幡西区沖田二丁目4-53 093-611-0062

44 (有)協栄設備工業所 中村 光男 北九州市八幡西区引野一丁目15-8 093-621-0023

45 中央設備(株) 菊池 俊明 北九州市八幡西区幸神四丁目2-30 093-621-2846

平成30年12月7日現在
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46 (有)田中設備工業 田中 直 宗像市田久五丁目１番７号 0940-33-6600

47 昭和工業 友成 新吾 行橋市南大橋四丁目17-27 0930-24-0218

48 石井設備工業 石井 功治 福津市西福間三丁目18-12 0940-42-2311

49 菅設備(株) 菅 フジ子 北九州市八幡西区東鳴水1丁目10番5号 093-641-2121

50 浜設備 濱 繁輝 遠賀郡岡垣町旭台四丁目10番2号 093-283-3822

51 (株)森田設備開発 森田 絵里 宗像市大字徳重163-1 0940-33-6470

52 (有)吉田工務店 吉田 勝美 遠賀郡岡垣町大字吉木1553番地 093-281-3770

53 (有)都設備 都野国屋 浩彰 北九州市八幡西区白岩町12-19 093-618-6797

54 (有)江藤工務店 江藤 政数 北九州市八幡西区本城東四丁目7-5 093-602-2296

55 (株)エースクリーン 前本 博章 福岡市博多区浦田二丁目2-2 092-504-5111

56 第一設備工業(株) 大野 幹也 北九州市八幡西区筒井町9番14号 093-642-8400

57 (有)西タカス建設 青木 龍美 北九州市若松区西高須一丁目16-30 093-741-3729

58 石岡設備 石岡 節子 遠賀郡遠賀町浅木463番28号 093-293-4660

59 吉岡設備 吉岡 昭一 宮若市金丸747-10 0949-55-2345

60 尾田設備(株) 尾田 常和 北九州市八幡西区友田二丁目6-21 093-603-7381

61 (株)東筑設備工業 有吉 正夫 筑紫野市大字永岡814番地7 092-925-0106

62 (有)松本住宅設備 松本 龍彦 北九州市若松区高須西一丁目16番1号 093-741-5520

63 (株)安部水道設備 安部 義隆 北九州市八幡西区割子川二丁目3-12 093-641-6916

64 マサキ住設 森田 政喜 宗像市大字徳重82-3 0940-33-2980

65 (有)アポロ燃機工業 和田 剛志 遠賀郡岡垣町海老津駅前11番7号 093-282-0711

66 (株)山崎工務店 山崎 将輝 北九州市戸畑区東大谷二丁目７番15号 093-871-5712

67 猿渡設備工業所 猿渡 昭男 北九州市八幡西区上上津役三丁目18-20 093-612-8266

68 (有)広岡建設工業 廣岡 雅樹 北九州市若松区今光二丁目3-27 093-791-0976

69 リフォｰム･梶原 梶原 春樹 中間市岩瀬二丁目15番37号 093-246-3001

70 タカミツ住設 末綱 隆光 北九州市若松区大字払川587番地 093-742-8602

71 石原建設(有) 石原 葉子 嘉麻市下山田715番地5 0948-53-3264

72 アクアマスター 吉村 弘 遠賀郡岡垣町旭台二丁目24-15 093-282-4458

73 重広住設(有) 重廣 次男 遠賀郡岡垣町大字海老津1232番地１ 093-282-7670

74 山新設備 山口 隆喜 遠賀郡岡垣町大字山田732-6 093-282-3875

75 高﨑設備(株) 高﨑 康生 北九州市戸畑区千防一丁目4番33号 093-882-1375

76 総合洗管(株) 西岡 清隆 北九州市小倉北区下富野二丁目10-16 093-511-6591

77 ハマヨシ商会 浜口 史朗 北九州市八幡西区穴生三丁目4-28 093-641-7878

78 (有)エス・アイ・エス 今田 知 北九州市若松区高須東一丁目2番12号 093-741-2017

79 島田設備 島田 明雄 宗像市大井台27番30号 0940-36-6272

80 (有)アイオイ設備 中畑 博 北九州市八幡西区南王子町7-20 093-641-7614

81 (有)ワキサカ総合設備 脇坂 輝雄 中間市太賀四丁目１番13号 093-244-3140

82 (有)重広ホーム冷暖 重広 英治 遠賀郡遠賀町広渡1992-2 093-293-4735

83 (有)三好設備 藤村 周次 北九州市八幡西区塔野一丁目1番48号 093-613-2678

84 小田設備(株) 石塚 裕規 宗像市田熊五丁目4番15号 0940-36-3373

85 (有)永松ガス住設 於保 和彦 北九州市八幡西区三ヶ森三丁目2-7 093-611-1320

86 (有)東洋プラント 梶原 雅春 粕屋郡久山町大字久原2231-4 092-976-2065

87 西光設備ホーム(有) 谷口 洋子 宗像市朝町397番地 0940-33-9986

88 河野工務店 河野 重秋 遠賀郡水巻町頃末南一丁目25番16号 093-201-5276

89 辻  設備 辻 秀則 宗像市大字徳重929-2 0940-35-0488

90 添田水道(有) 中嶋 義和 田川郡添田町大字添田2532番地2 0947-82-4155
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91 (有)エコー 草場 新 遠賀郡岡垣町大字糠塚760-2 093-281-3310

92 安永工業 安永 眞次 直方市大字畑703 0949-24-1529

93 工藤設備 工藤 順二 北九州市八幡西区永犬丸南町二丁目15番21号 093-614-5455

94 益田工業 益田 裕之 宗像市田久416番地ｰ29 0940-35-6093

95 (有)倉光設備 倉光 覺 北九州市八幡西区友田1丁目10番36号 093-603-6164

96 野口設備 野口 義仁 遠賀郡芦屋町正門町7番10号 093-222-2786

97 (株)サンワ商会 中村 秀司 福岡市早良区祖原20番12号 092-823-2981

98 (株)河村建設 河村 ロミーナ 遠賀郡岡垣町大字戸切1611番地5 093-282-3690

99 アクア設備サービス 山本 伸之 中間市七重町21番19号 093-245-4328

100 中嶋工業 中嶋 茂 中間市通谷二丁目7番28号 093-245-1841

101 有限会社  雄志総合設備 木戸 雄三 行橋市大字入覚1458-1 0930-26-3250

102 (株)環境クリーン 下村 愼一 北九州市若松区大字蜑住1311番地 093-742-6300

103 水道屋 神園 信吾 北九州市八幡西区沖田2丁目13番1号 093-613-7610

104 日伸設備工業(株) 平山 文雄 北九州市八幡西区永犬丸三丁目16番17号 093-692-4455

105 ホクシン設備 倉光 辰生 遠賀郡遠賀町大字浅木382-5 093-293-3354

106 浅野設備工業 楢原 昇 北九州市若松区東二島二丁目17番9号 093-791-1781

107 (有)山本住宅設備 山本 豊和 筑紫野市大字吉木1514番地70 092-924-6474

108 (有)善明産業 善明 正彦 北九州市八幡西区竹末一丁目6番25号 093-642-2211

109 (株)九栄建設 原 光一郎 北九州市小倉南区大字貫1806番地の3 093-475-1742

110 (株)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

111 フクダ冷熱 福田 道博 北九州市八幡西区光貞台二丁目1番8号 093-693-5335

112 (株)山実工業 後藤 博之　 北九州市小倉南区大字高津尾579番地の1 093-451-6464

113 (有)水道工事センター 村上 國照 中間市長津一丁目10番2号 093-246-3026

114 (株)大和設備 大和 秀三 宗像市武丸1947-3 0940-39-7681

115 松岡工務店 松岡 末男 北九州市八幡西区泉ケ浦二丁目10番35号 093-601-9171

116 (株)クラシアン 鈴木 一也 横浜市港北区新横浜一丁目2番地1 0120-500-500

117 (株)白金 中川 久美 福岡市中央区白金一丁目16-19 092-531-2872

118 北筑産業 牛島 和喜 北九州市八幡西区泉ケ浦二丁目14番15号 093-622-0131

119 (有)ジ－エス　 後給 広美 北九州市八幡西区大平一丁目10番12号 093-613-7766

120 (有)水上工務店 水上 英治 直方市大字下新入1265番地7 0949-28-2574

121 正原住設 正原 任 遠賀郡岡垣町中央台四丁目3番5号 093-283-2140

122 (株)秀建工業 稲尾 和久 北九州市八幡西区馬場山東二丁目5番3号 093-617-7727

123 松野水道 松野 修二 中間市岩瀬三丁目10番16号 093-244-6437 

124 (有)マルコー設備 内山 雅彦 福岡市早良区四箇六丁目7番6号 092-812-2387

125 甲斐設備 甲斐 喜久 北九州市若松区大字小竹2251番地1 093-791-0248

126 黒田住宅設備 黒田 政文 中間市大字上底井野176番地77 093-245-8116

127 大下設備工業(株) 大下 勝利 北九州市八幡西区香月中央五丁目4番12号 093-617-6048

128 (有)ユニオン設備工業 竹田 英雄 北九州市小倉南区大字貫1850の5 093-472-8627

129 (有)白石設備 白石 信太郎 北九州市八幡西区光貞台一丁目11番1号 093-602-4281

130 (株)本多設備工業 本多 祐一郎 北九州市小倉南区若園一丁目2番20号 093-921-7777

131 田中住設(株) 田中 清和 宗像市池田1737番地 0940-62-0158

132 (有)エコシステム 安藤 達人 福津市中央一丁目3番1-504号 0940-43-3941

133 柴田住設 柴田 淳 北九州市若松区畠田一丁目10番41号 093-230-6132

134 (有)戸畑ホーム設備 薮亀 壮一 北九州市戸畑区西大谷2丁目9番20号 093-881-1050

135 森北設備 森北 昇 北九州市若松区高須東二丁目6番28号 093-742-0314
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136 花田設備 花田 保憲 福津市勝浦4847番地 0940-52-1941

137 オーエス設備(株) 岡﨑 誠児 北九州市八幡西区三ヶ森四丁目12番1号 093-613-0051

138 明俊工務店 仮屋 俊史 遠賀郡水巻町二東三丁目19番35号 093-202-1388

139 (株)末輝設備 松野 敏明 北九州市八幡西区笹田12番地121 093-617-2290

140 (株)大伸設備 大久保 秀則 福岡市南区和田2丁目12番26号 092-561-1353

141 (株)ミヤビ工業 柳田 雅晴 福岡市東区千早1丁目20番13号 092-410-8833

142 (株)ミナト 入江 誠 北九州市八幡西区大平台27番7号 093-612-0920

143 (株)石井設備 石井 勝也 北九州市八幡西区陣原3丁目17番27号 093-230-4809

144 鍵元設備 鍵元 和幸 中間市大字垣生1384-1 093-981-5035

145 (株)第一建設工業 阿髙 諒一 鞍手郡鞍手町大字中山2446-24 0949-42-6381

146 (株)バイオテック 竜口 光信 福津市福間南1丁目20番30号 0940-43-4421

147 (株)イースマイル 島村 禮孝 大阪市中央区瓦屋町3-7-3ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 06-7739-2525

148 (株)矢七屋 梶原 光男 北九州市八幡西区沖田1丁目14-15 093-614-8780

149 (株)ムラセツ 村尾 隆文 田川市大字川宮738-19 0947-85-9304

150 (有)石川設備 石川 博行 福岡市早良区次郎丸三丁目27番31号 092-803-0214

151 洸設備 有田 トシ子 中間市岩瀬二丁目28-6 093-246-2602

152 (株)田中 田中 幸次 北九州市若松区高須西2-1-90 093-741-3900

153 北九州下村設備 下村 佳寛 北九州市八幡東区清田1丁目9-2 093-651-6236

154 松栄設備 松川 勝一 遠賀郡岡垣町吉木東1丁目15-8 093-283-2221

155 西日本ハマネツ(株) 和田 文男 鞍手郡鞍手町新北2037 0949-42-7720

156 LIFE LINE 留村 美亘 遠賀郡岡垣町中央台1丁目13-25 093-777-5727

157 (株)浦山設備工業 浦山 幸夫 糸島市二丈吉井3725番地5 092-326-5124

158 (株)和田工務店 和田 太希雄 遠賀郡岡垣町吉木西1丁目11番6号 093-282-1627

159 フルヤ工業(有) 古谷 隆幸 中間市大字上底井野62番地の1 093-244-3156

160 いわもと設備 岩本 一馬 遠賀郡水巻町二西三丁目17番13号 093-202-0630

161 中村設備工業(株) 中村 仁 北九州市八幡西区椋枝二丁目9番3号 093-883-7697

162 (株)マスダ設備工業 増田 浩志 古賀市花見南一丁目14番28号 092-943-2855

163 花田設備 花田 勝義 宗像市城西ヶ丘3丁目3-3 0940-35-3074

164 ケイテック 桐島 ひとみ 糟屋郡新宮町新宮32 092-692-8693

165 マルイ住設工業 今井 聰 鞍手郡鞍手町室木796-11 0949-42-0292

166 石塚住設ガス(株) 石塚 隆司 遠賀郡水巻町吉田東2丁目22-17 093-201-0325

167 ロイヤルホームセンター(株) 中山 正明 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1番29号 0120-00-6186

168 (株)アクアライン 大垣内 剛 広島県広島市中区上八丁堀8-8第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F 082-502-6644

169 (株)JAPAN Line 髙園 武憲 北九州市八幡西区若葉3丁目20-32 093-980-1127

170 (株)優設工 野村 拓朗 北九州市小倉北区下富野2丁目8番3号 093-953-7242

171 日立地建(株) 上水流 登 北九州市小倉南区大字貫1653番 093-474-1203

172 名神産業(株) 中村 翔 遠賀郡岡垣町海老津2丁目8番1号 093-282-0099

173 (有)隆栄設備 林田 隆昭 北九州市八幡西区高江1丁目3番26号 093-618-5102

174 (有)ホットサポート 武智 修 古賀市新久保2丁目16番16号 092-940-7160

175 マルモ工業 森本 茂 北九州市八幡西区香月中央2丁目10-31 093-618-3202

176 (株)システム１ 古川 伸一 北九州市八幡西区鷹の巣3丁目10番10号1F 093-883-7955

※赤文字は町内の指定工事店


