
佐賀市排水設備指定工事店一覧表（１ページ）
五十音順 平成28年12月31日現在 196社

工事店名 住　所 電話番号 工事店名 住　所 電話番号 工事店名 住　所 電話番号

あ行 34社 関衛工業㈱ 高木瀬西三丁目8-8 34-4335 ㈱下津浦建設 諸富町為重1012 47-2039

㈲アークハウスふくち 光三丁目11-13 23-3341 ㈲環境緑化建設 蓮池町古賀1109 97-0335 下平設備 武雄市山内町鳥海8163-2 0954-45-3152

安部建設㈱ 大和町尼寺788-1 62-0378 ㈲北島組 富士町古湯964-6 58-2200 ㈱秀信土木建設 金立町千布2032-1 98-3434

㈱アメックス 開成五丁目7-28 33-0912 北島設備 東与賀町飯盛2200-1 45-3004 ㈲城島建設 西与賀町高太郎1906 22-3229

㈱鮎川電工 小城市三日月町長神田2444 73-4574 ㈲木下建設 富士町市川2501 58-2728 ㈱上滝建設 今宿町2-5 29-3111

㈱有明電設 兵庫北五丁目16-11 31-8141 九州恵冷機㈱ 諸富町山領819-4 34-8855 ㈱城野商会 多布施二丁目11-8 24-8772
飯塚電機工業㈱佐賀営業所 兵庫北一丁目21-31 22-8575 ㈱九電工　佐賀営業所 神野東二丁目6-26 33-2015 ㈲白石電気設備 富士町古湯885-2 58-2221

㈱池田建設 大和町川上1743-1 62-1168 ㈲協栄設備 小城市牛津町下砥川581 66-1605 ㈱新栄 大和町尼寺1139-10 62-3316

㈱石丸組 東与賀町飯盛2360-1 45-8793 ㈱グロウ 鍋島町森田1405 32-6590 進栄管業 高木瀬東三丁目11-15 30-3535

イズミ 唐津市神田1032-16 0955-74-9204 ㈲江栄建設 東与賀町田中557-14 45-2909 神興電気商会 神埼市千代田町詫田64-3 44-2138

一栄建設土木 富士町小副川4211-1 63-0230 古賀住設 東与賀町田中841-6 45-7463 水工 巨勢町修理田795 24-6500

いちのせ設備 武雄市東川登町永野9350 0954-23-6222 古賀設備工事㈱ 高木瀬西六丁目11-4 33-9001 ㈱スイメイ 大和町池上1395 64-8522

稲富工務店 久保田町久保田444-1 68-5070 ㈱寿建設 兵庫北七丁目18-2 29-2161 ㈲末次石油ガス 諸富町大堂250-1 47-2014

稲冨設備 小城市牛津町乙柳432-1 37-8972 ㈲小栁工業 本庄町本庄279-1 29-2605 末広ガス㈲ 八戸一丁目3-6 23-6966

今泉設備 蓮池町古賀1014-1 97-0171 ㈱小柳設備 八戸溝一丁目14-36 30-9094 正宝電気㈱ 大和町尼寺1600-3 37-8150

今村設備工事店 本庄町鹿子172-1 41-1583 セイワホーム㈲ 北川副町江上514-5 26-1351

上原設備 本庄町末次458-5 37-7545 さ行 44社 ㈲瀬戸工業 小城市三日月町長神田1807-4 73-5327

㈲梅野エルピー 久保泉町川久保819-10 98-0049 佐賀営繕 東与賀町下古賀235-5 45-3232 ㈱センチュリー企画 神野東三丁目12-50 33-1225
㈱梅野工務店 佐賀営業所 巨勢町牛島270-27 41-2255 佐賀空調㈱ 新栄東一丁目7-43 22-3068 ㈲早田設備 兵庫北五丁目1-14 30-1415

浦設備興業 東与賀町飯盛448-15 45-7562 佐賀営繕 蓮池町蓮池358-6 97-0168 副島商会 蓮池町蓮池107-1 97-0031
㈲榮進設備工業所 佐賀支店 北川副町新郷660-3 27-0699 ㈱坂田組 末広二丁目13-7 23-7795 園田建材 本庄町末次120-15 29-8585

栄城設備工業㈱ 兵庫南三丁目4-7 24-9181 ㈱佐賀日化サービス 嘉瀬町扇町2398-1 22-7485 園田設備 北川副町光法1652 25-0694

㈲榮祐建設 鍋島町八戸2152-1 24-2423 佐賀配管工事㈱ 本庄町本庄279-19 23-8326

㈲エース工業 三養基郡みやき町江口3317-4 0942-89-5078 ㈲相良設備工業 開成三丁目6-35 31-0739 た行 23社

エガシラ 川副町鹿江1212-2 45-6318 ㈲さだとみ 川副町犬井道1326 45-5913 ㈱大洋建設 本庄町本庄253-12 24-8251

江頭設備 川副町早津江津512-11 45-4707 ㈱佐電工 天神一丁目4-3 26-0900 ㈲太陽住宅設備 鍋島町八戸溝1265 30-6651

江口設備 大和町久池井1528-144 62-2603 ㈱三幸冷凍設備工業 巨勢町牛島153-15 23-8697 ㈲高倉住宅設備 鳥栖市平田町1110-66 0942-84-0435

㈱エグチ・ビルド 小城市三日月町三ヶ島702 72-5161 ㈱三神 神埼市神埼町本堀3003-6 53-1221 ㈲たからべ配管工事店 木原二丁目16-8 23-0236

エコ住設 本庄町本庄954-１ ｸﾞﾘｰﾝﾙｰﾌ福田Ｂ-102 22-3010 ㈱サン・ホームビルダー 開成四丁目5-2 32-3080 ㈱タクボ産業 多久市北多久町多久原2629-4 74-2418

㈱江下建設 蓮池町古賀1126-11 97-0250 ㈱三和工務店 巨勢町修理田429 27-7808 田島興産㈱ 水ヶ江六丁目4-11 23-3281

㈲エスケイシステム 鍋島三丁目9-2 31-5884 ㈱JAライフサポート佐賀 神埼市神埼町尾崎778 53-8102 ㈲田中住設 三養基郡みやき町寄人1434-1 0942-96-2110

ENEOSｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ㈱佐賀支店 西与賀町厘外797-2 24-0331 執行建設 大和町尼寺2785 62-3073 ㈱田中設備農機 神埼市千代田町下板400-1 44-2035

大隈商事㈱ 小城市三日月町久米1367-4 73-2626 重設備 金立町千布3072 98-0997 ㈱田中守商店 諸富町徳富206-1 47-3248

㈲大坪設備工業 鍋島町蛎久87-2 30-1467 ㈲シゲマツ 鳥栖市真木町2097 0942-83-1775 谷口建設㈱ 神園三丁目14-5 30-5200

㈲小副川設備 富士町下熊川21 63-0688 重松建設 諸富町諸富津67 47-2901 中央環境総設㈱ 杵島郡江北町上小田4493-1 74-6050

㈱システムライフ 大財五丁目8-3 20-0771 ㈱中部ガス 小城市牛津町牛津77-1 66-0818

シマ工業㈱佐賀営業所 諸富町大堂941-9 47-3114 千代田工業㈱ 神園二丁目8-8 30-1405

か行 16社 ㈲島ノ江燃料店 神園一丁目4-5 30-3004 チワタ総合住設 川副町南里1856-4 45-0767

川副プロパン設備機器 東与賀町田中4-3 45-0515 ㈱下建設 南佐賀二丁目12-9 23-2286 辻建設㈱ 大和町尼寺748-1 62-2343
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辻商店 八丁畷町9-56 30-2155 深堀建設 大和町東山田3981 62-8446 山代ガス㈱ 鍋島町八戸2153-1 25-1275

筒井鉄工所 神埼市千代田町下西623-3 44-2816 深町建設㈱ 水ヶ江五丁目3-28 26-8111 ㈱山田組 東与賀町田中580-5 45-2206

土山組 蓮池町大字蓮池286 97-0058 深町設備 北川副町光法943-4 29-1249 山田商事㈲ 諸富町大堂1025-5 47-2427

㈲テラダ設備工業 三養基郡みやき町東津1964 0942-96-4092 ㈱フクイ 兵庫町渕1110 22-5434 ㈲山田設備工業 北川副町江上101-13 29-5334

㈲天山環境開発工業 小城市牛津町乙柳867-7 66-1356 福岡建設㈱ 兵庫南四丁目18-12 24-1216 ㈲大和設備 大和町久池井1328-168 62-6893

㈱テンプス 鍋島町森田2104-1 97-8024 ㈱福田工務店 久保田町新田3332-1 68-3346 祐徳建設興業㈱ 鍋島町八戸3184 24-2248

㈲東栄電気工業所 大財北町6-20 26-2288 福地配管工事㈲ 鍋島町八戸溝1296-3 30-3431 祐徳設備㈱ 嘉瀬町中原1629-2 22-3147

㈲東昇建設 大和町東山田2544-8 62-1711 ㈱富士建設 富士町上熊川118-1 64-2347 ㈱横尾土木 川副町犬井道1268-1 45-1413

㈱藤﨑建設 大和町久池井3309 62-5167 ㈱吉建コーポレーション 兵庫北四丁目4-6 34-4448

な行 18社 古川建築 大和町久留間4177 080-5253-2863 ㈲吉田商店 川副町西古賀630-ｲ 45-0153

㈲中垣設備 多久市北多久町小侍1056 74-3505 北斗設備 金立町薬師丸1608-1 97-5866 ㈲吉原工務店 諸富町寺井津124 47-2272

中川内設備 金立町千布2398-5 65-4059 ㈱本田設備 北川副町新郷804-1 29-5748 吉村空調工業㈱ 嘉瀬町扇町2360 22-5596

㈲中島建設 神埼市神埼町神埼23 53-2698

㈱中島工務店 小城市三日月町久米2111-8 73-3145 ま行 20社 ら行 3社

中島設備 大和町池上3497 090-2096-8889 マスダセツビ 北川副町光法1336 97-0531 ラインテック㈱ 杵島郡江北町下小田3381-1 86-3750

㈲中島総合設備 南佐賀一丁目16-6 24-9832 松尾建設㈱ 八幡小路1-10 25-4000 龍設備 久保泉町上和泉1357-41 98-2763

ナガタニ設備 小城市牛津町勝1355-32 63-8507 松尾工業㈱ 八幡小路1-10 23-8770 ㈱レジテイク 神野東三丁目12-50 31-7506

㈱中野建設 水ヶ江二丁目11-23 24-3211 松本設備 蓮池町見島555-1 97-0719

㈲中原設備 小城市三日月町長神田1593 73-2302 ㈱マベック 新中町11-18 32-1855 わ行 2社

永渕設備 大和町東山田3855-5 62-2464 ㈱豆田組 三瀬村藤原3747 56-2708 ㈲若楠建設 高木瀬町長瀬245 31-8286

㈱日新工務店 川副町鹿江1479 45-1621 ㈲マルコー設備 鳥栖市田代大宮町388-1-109 0942-50-9909 ㈱鷲崎建設 東与賀町田中758-ｲ 45-2184

㈱日設工業 大和町東山田3584-4 62-5540 丸章設備 久保田町新田3697-5 51-3036

ニッセツ東与賀 東与賀町田中310-5 45-8287 ㈲三島水道工事店 諸富町為重815 47-2172
日本建設技術㈱佐賀支店 神野東三丁目2-7 97-9070 水田建設㈱ 小城市小城町松尾363 73-4477

日本住宅設備㈱ 若宮二丁目6-37 31-7100 ㈲宮城建設 西与賀町高太郎1798-3 22-2608

野上設備 杵島郡白石町福富下分3202 71-7006 ㈲宮田設備 川副町福富1174-3 45-2096

野田建設㈱ 大和町川上5244-1 62-0040 ミヤチ空調 神埼市神埼町鶴512-1 53-1529

野中配管工事店 本庄町末次841-12 24-7059 ㈱毛利工務店 神埼市神埼町鶴3635-1 53-6064

㈱本村設備工業 鍋島町八戸1720 37-7788

は行 21社 森園設備 西与賀町厘外1589-11 60-6223

㈱パイプライン 鍋島町八戸溝1274-20 31-6191 もりた住機設備㈱佐賀諸富支店 諸富町徳富1852 47-6600

馬場設備工業 小城市牛津町勝１-37 66-5780 森永建設㈱ 久保田町徳万48-1 68-2155

㈲原口設備工業 川副町小々森1171-イ 45-0179 ㈲モロオカ 小城市小城町船田646 72-6611

ハラダ工業㈱ 北川副町江上100-11 29-6220 諸藤工業合同会社 佐賀支店 北川副町光法1261-1 24-6832

㈲原田電気 小城市小城町布施ヶ里一角616-2 72-6001

㈱東与賀建設 東与賀町下古賀1070-6 45-7474 や行 15社

㈲日高商店 大和町尼寺2568-1 62-0030 ㈲八並建設 兵庫南一丁目29-24 24-9077

㈲姫野工務店 八戸溝二丁目8-15 30-1574 山口設備 兵庫南2丁目5番15号 24-6827

㈲平原建設 大和町久池井3603 62-4521 山﨑建設㈱ 諸富町為重665-1 47-4151

○排水設備の工事は、佐賀市指定工事店でなければ、行うこと
は出来ません。
（佐賀市下水道条例第９条）
○工事代金の支払いは佐賀市の検査合格後に。
○工事店の選択で迷われているときは、工事組合でアドバイス
を受けることもできます。

（佐賀市下水道工事協同組合 電話３７－９７８８）

○ご注意ください
下水道に接続されているご家庭の排水ますの点検清掃を、あ
たかも市役所の指示で実施しているかのように誤解させ、高額
の費用を請求している業者が市内をまわっています。
市では、そのようなあっせんは行っていません。契約の際には、
金額・内容を十分確認してください。


