
・給水装置はその設備の所有者の財産です。給水装置の設置や修理、取替などに係る工事費用は所有者の負担になります。

・一覧に記載してある全業者に工事を依頼することが出来ます。対応出来るかは、依頼業者にお電話でご確認をお願いします。

【前原地区】
業者名 所在地 電話番号

モリタ住宅機器 糸島市高田四丁目24番36号 322-6586
㈲兵頭組 糸島市高田一丁目32番13号 322-5190
石橋設備工業㈱ 糸島市高田五丁目21番7号 332-7540
生嶋工業 糸島市高田一丁目3番6号 323-3679
波多江設備 糸島市波多江413番地 322-1267
井上鑿穿井戸ボーリング 糸島市波多江518番地 322-0141
サンテクノ 糸島市潤三丁目384番地 330-6818
KATSU工業 糸島市潤三丁目29番14号 324-4628
㈱山﨑設備工業糸島支店 糸島市志登506番地2 322-9284
㈱重松設備工業 糸島市志登506番地2 332-2365
トキワ工業㈱糸島営業所 糸島市泊842番地1 324-1874
シナノ設備㈱糸島支店 糸島市泊1822番地1 324-2037
㈲豊栄設備 糸島市浦志二丁目3番30号 322-3447
髙倉工業 糸島市浦志二丁目4番18号 321-2866
誉住設 糸島市浦志三丁目13番1号209 090-8765-4739
㈱平田組 糸島市油比600番地1 322-3425
㈱エビス工業 糸島市油比522番地1 323-2132
小池住宅産業㈱ 糸島市前原中央二丁目6番7号 322-1822
㈲南松堂 糸島市前原中央三丁目18番25号 322-3551
㈱総設 糸島市前原中央三丁目19番20-705号 323-0330
㈲中下設備 糸島市前原北四丁目16番62号 322-2459
馬場建設㈱ 糸島市荻浦四丁目4番6号 322-4273
弥永工業 糸島市荻浦四丁目7番20号202 090-5488-8373
サニテック 糸島市南風台七丁目4番15号 332-0001
㈲椎葉商会 糸島市神在西三丁目11番1号 322-4495
吉岡設備 糸島市神在西三丁目21番20号 323-0330
シンジョー 糸島市神在西三丁目11番23号 321-0074
㈱稗田設備工業 糸島市加布里四丁目10番18号 322-2779
山和設備 糸島市加布里五丁目27番11号 324-6354
みなと設備 糸島市加布里五丁目12番22号 332-8930
松吉建設㈱ 糸島市千早新田140番地8 322-4626
片山設備 糸島市篠原東一丁目2番71号 324-0198
㈲三崎バーナ-商会 糸島市前原駅南三丁目12番1号 322-2388
㈱糸島住設 糸島市前原駅南一丁目17番20号 322-3741
㈱ネクストシステム 糸島市有田中央一丁目6番13号 332-7595
宮崎建設㈱ 糸島市有田中央二丁目1番39号 322-2859
㈱ユウケン工業 糸島市有田中央二丁目1番36号 332-8978
東司商店 糸島市前原駅南三丁目19番12号 322-1102
鈴木建設㈱ 糸島市前原駅南三丁目21番26号 322-0430
井手設備工業所 糸島市有田36番地1 322-0847
㈱髙木建設 糸島市有田898番地1 323-5236
新田ボーリング設備工業 糸島市富711番地2 321-0592
㈱ユーケン 糸島市蔵持840番地1 323-4545
重松住宅機器サービス 糸島市高上234番地4 323-0576
㈲大塚設備 糸島市飯原1901番地 324-2039
大井設備 糸島市長野111番地1 321-1500
JUN設備機工 糸島市曽根566番地8 321-0553
㈱環境施設前原支店 糸島市曽根44番地55 321-3033
広信設備 糸島市曽根502番地3 323-3069
㈲林設備工業 糸島市井原1229番地2 323-8153

糸島市指定給水装置工事事業者一覧(R5.4.21時点)

○糸島市内に営業所がある業者一覧
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【志摩地区】
業者名 所在地 電話番号

創設工業 糸島市志摩井田原1611番地19 327-4740
西嶋商店 糸島市志摩吉田504番地2 327-0022
㈲橋本工業 糸島市志摩初277番地36 327-3488

桜野校区 末松設備 糸島市志摩桜井1138番地 327-2058
㈲西村住宅設備 糸島市志摩御床2165番地123 328-1530
㈲アオキ 糸島市志摩久家2672番地 328-2474
㈱設備のマルハ 糸島市志摩久家497番地1 090-8661-4316
ＮＳＫ㈱糸島営業所 糸島市志摩久家800番地1 331-4510
渚工業 糸島市志摩芥屋3288番地205 328-2037

【二丈地区】
業者名 所在地 電話番号

㈲河上設備 糸島市二丈深江375番地1 325-0352
松坂住設工業 糸島市二丈深江618番地3 325-0058
しいば設備 糸島市二丈深江1828番地22 325-2885
農建産業㈱ 糸島市二丈田中384番地 323-3801
㈱水栄設備 糸島市二丈武118番地3 325-9700
ミスミ工業 糸島市二丈武237番地1 325-2866
㈱糸島工業 糸島市二丈武826番地2 332-8520
㈱浦山設備工業 糸島市二丈吉井3725番地5 326-5124
シカゴ設備工業 糸島市二丈吉井2294番地1 326-6585
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糸島市指定給水装置工事事業者一覧　(R5.4.21時点市外）

○糸島市外に営業所がある業者一覧
業者名 所在地 電話番号 備考

㈱高野商店 福岡市西区小戸四丁目5番28号 881-1382
㈲若葉設備工業 福岡市西区姪浜駅南四丁目4番11号 881-3734
㈲都市住宅設備 福岡市西区姪浜四丁目22番5号301 883-0482
ＲＰシオタニ 福岡市西区姪浜駅南一丁目6番9号401号室 0120-32-3584
脇田設備 福岡市西区愛宕南二丁目5番9号 891-3383
㈱ワイテック 福岡市西区愛宕浜二丁目3番11号1105 882-9975
井上工業㈱ 福岡市西区福重五丁目5番6号 891-3434
㈱福重産業 福岡市西区福重三丁目13番13号 881-7579
㈱山下設備 福岡市西区石丸二丁目17番6号 881-8167
㈱ＥＣＯライン 福岡市西区石丸四丁目5番58号 891-6154
㈱創水設備 福岡市西区室見が丘二丁目14番1号 776-5814
㈱アイディーン 福岡市西区室見が丘二丁目14番1号 577-7071
㈲出水設備工業 福岡市西区大字吉武403番地14 811-6455
㈱Thanks 福岡市西区吉武832番地4 515-8919
㈱U.S.P 福岡市西区大字羽根戸11番地1 407-5116
タイセイ商事㈲ 福岡市西区拾六町一丁目12番8号 891-3900
オオハシ設備 福岡市西区拾六町五丁目17番12号105 882-4866
㈱グッドライト 福岡市西区拾六町五丁目431番地 834-7564
ナカムラ設備 福岡市西区拾六町三丁目15番30号 883-8152
㈱米田商会 福岡市西区拾六町二丁目2番15号 894-2306
㈱西陵設備 福岡市西区野方六丁目22番1号 811-7228
㈲原住宅設備 福岡市西区野方五丁目29番7号 407-4277
管業岩永組 福岡市西区野方三丁目8番16号 811-5264
㈱大研 福岡市西区野方二丁目18番35号1 834-5095
壱岐設備工業㈲ 福岡市西区野方一丁目8番26号 811-6097
㈱つばき 福岡市西区野方四丁目8番2号 811-5610
イイダ工業 福岡市西区野方五丁目54番4号 201-6786
㈲原住宅サービス 福岡市西区野方六丁目6番24号 092-883-0422
㈱REGARE 福岡市西区下山門三丁目9番30号102 836-6166
㈲城南工業 福岡市西区生の松原四丁目15番7号 895-2331
アクア緊急水道メンテナンス福岡 福岡市西区今宿東一丁目4番7号303 090-5746-1315
㈲荒川設備 福岡市西区今宿青木213番地 807-0419
㈲久保設備工業 福岡市西区今宿青木461番地4 807-3699
エトウ工業㈱ 福岡市西区今宿町282番地5 807-0547
㈲望月住設 福岡市西区今津737番地2 806-2018
㈲藤原住宅設備 福岡市西区今津3057番地1 806-5645
㈲松尾設備工業 福岡市西区横浜一丁目14番18号 806-7308
㈱泉住設 福岡市西区横浜一丁目45番12号 407-0411
宗設備工業 福岡市西区大字西ノ浦715番地 809-2583
横浜設備 福岡市西区横浜三丁目24番1号 807-6289
㈱冨永商店 福岡市西区大字飯氏858番地3 806-7811
㈱ビー・エイド中西 福岡市西区飯氏935番地6 807-5866
㈱松尾管工 福岡市西区大字桑原1115番地1 806-3830
㈱龍設備工業 福岡市西区大字田尻2670番1 092-834-8588
カツミ工業㈱ 福岡市西区富士見一丁目１番19号105 807-3355
ダイトム㈱ 福岡市西区富士見三丁目23番11号 806-4692
㈱持田管工 福岡市西区富士見三丁目23番11号 806-4848
龍華設備工業 福岡市早良区重留七丁目7番16号 803-0036
㈱トキワ設備 福岡市早良区東入部一丁目2番47号201 872-3200
㈲佐藤商会 福岡市早良区東入部一丁目2番47号203 872-3070
西部水道工事㈱ 福岡市早良区東入部一丁目2番47号-204 872-3103
㈱ユノキ設備 福岡市早良区四箇一丁目8番48号 811-2911
㈲ナラザキ住設 福岡市早良区四箇二丁目7番11号 400-0830
㈲八木工業 福岡市早良区四箇二丁目7番11号 811-6537
㈲菰田設備 福岡市早良区四箇四丁目3番16号 811-1066
㈲マルコー設備 福岡市早良区四箇六丁目11番6号 812-2387
FTHシステム 福岡市早良区大字脇山2438番20号 080-3185-2037
㈱サンセツ 福岡市早良区早良四丁目33番10号 803-1641
宮本設備 福岡市早良区早良五丁目8番15号 804-0521
㈱誠和興産 福岡市早良区内野五丁目21番6号 803-0113
旭住設 福岡市早良区内野六丁目6番30号 803-1461
㈱武末設備 福岡市早良区大字西960番地 804-3450
㈱サンワ商会 福岡市早良区祖原20番地12 823-2981
㈲寺崎設備工事店 福岡市早良区原四丁目20番30号 831-4048
合同会社グランデ・テルース 福岡市早良区原八丁目25番15号 980-1207
㈲毛利設備工業 福岡市早良区小田部二丁目12番24号 843-0773
プラスワン㈱ 福岡市早良区小田部二丁目14番5号 400-8077
有尾工業 福岡市早良区小田部7丁目17番7-201 090-4778-3614
㈲喜志磨工業 福岡市早良区有田八丁目12番17号 861-9151
㈱水設 福岡市早良区有田四丁目32番11号 400-0028
㈲長島設備 福岡市早良区飯倉八丁目1番21号 871-3477
㈱鹿毛工業 福岡市早良区飯倉八丁目5番8号 801-3378
神谷設備 福岡市早良区飯倉四丁目31番15号101 871-2813
水道屋スマイリー 福岡市早良区飯倉四丁目20番3号 231-2753
㈲石川設備 福岡市早良区次郎丸三丁目27番31号 874-5112
㈱落合設備 福岡市早良区次郎丸五丁目11番36号4 834-4402
㈱都市住宅設備 福岡市早良区次郎丸五丁目11番52号 886-8566
㈱日栄設備 福岡市早良区野芥二丁目29番3号 861-2572
㈲笠設備工業 福岡市早良区野芥六丁目6番18号 873-5011
㈱大慶ビルド 福岡市早良区野芥六丁目51番35号 865-3070
㈱ブルーライン 福岡市早良区野芥八丁目25番22号 804-1178
アシスト設備 福岡市早良区野芥八丁目4番18号 201-6622
㈱尚システム 福岡市早良区田隈三丁目1番6号 874-8067
㈱岩丸産業 福岡市早良区田村四丁目8番23号 863-2661
㈱曙設備工業所 福岡市早良区田村四丁目15番10号 801-7247
展設備 福岡市早良区田村三丁目20番11号201 871-5976
㈱三光工業 福岡市早良区四箇田団地34番地205 812-6746
㈱朝日プラント 福岡市城南区別府三丁目14番27号 844-2511
豊盟工業㈱ 福岡市城南区長尾三丁目21番38号 561-8371
㈱濱田設備工業 福岡市城南区南片江二丁目11番17号 861-0923
㈲ミヤケビルメンテナンス 福岡市城南区樋井川一丁目12番10号 861-9301
㈱more 福岡市城南区樋井川三丁目25番11号 555-8357
㈱白金 福岡市中央区白金一丁目16番19号 531-2872
大勇工業㈱ 福岡市中央区大宮一丁目2番6号 521-6536
平和工業㈱ 福岡市中央区平尾一丁目13番12号 531-4795
㈱野崎工業所 福岡市中央区平尾三丁目30番7号 531-2838
㈱遊設 福岡市中央区今泉一丁目3番23号404 982-0641
藤木商事㈱ 福岡市中央区小笹二丁目2番63号 452-0023
㈱ケイベックス 福岡市中央区渡辺通五丁目23番2-507号 713-1127
木村土建㈱ 福岡市博多区大井一丁目6番3号 621-6358
㈲ワイ・エム・エス 福岡市博多区上牟田一丁目25番31号 452-1620
㈱福進設備 福岡市博多区東光二丁目22番30号 402-2550
日昌工機㈱ 福岡市博多区吉塚五丁目3番16号 611-4377



糸島市指定給水装置工事事業者一覧　(R5.4.21時点市外）

業者名 所在地 電話番号 備考
㈱石田設備 福岡市博多区吉塚一丁目34番2号 621-0080
三共工業㈱ 福岡市博多区吉塚一丁目44番2号 623-0127
大同設備工業㈱ 福岡市博多区吉塚三丁目17番5号 611-5261
㈱天水工 福岡市博多区竹丘町二丁目4番7号 586-9273
㈱アースライン 福岡市博多区那珂一丁目3番37号 982-0247
ミズケン 福岡市南区弥永四丁目10番8号　1号室 707-8926
㈱大伸設備 福岡市南区和田二丁目12番26号 561-1353
村尾設備 福岡市南区三宅一丁目8番35号 512-3171
㈲佐藤管工設備 福岡市南区老司三丁目23番9号 564-1056
㈲榮進設備工業所 福岡市南区柏原一丁目7番7号 566-0734
㈲光栄工業 福岡市南区桧原七丁目25番27号 551-5820
㈱敏設備工業 福岡市南区桧原七丁目22番8号 211-1849
㈲水工社 福岡市南区桧原六丁目15番7号 555-5343
基聖産業㈱ 福岡市南区長住一丁目1番46号 553-1270
山本設備工業㈱ 福岡市南区清水三丁目5番27号 554-5930
㈱南日本電設工業 福岡市南区清水二丁目13番18号 542-0620
㈱千代田工業所 福岡市南区塩原四丁目28番25号 512-8431
㈱福設 福岡市南区塩原四丁目1番7号 511-5670
進興設備工業㈱ 福岡市南区玉川町4番地2 551-6883
㈲エコライフ 福岡市南区日佐五丁目9番15号 558-8658
㈱福岡水道センター 福岡市東区三苫四丁目4番6号 606-4123
㈱ライフコネクト 福岡市東区三苫六丁目19番36号 410-9051
㈱ジェイテック 福岡市東区高美台一丁目36番10号 606-1737
㈱サンエスト設備 福岡市東区箱崎ふ頭四丁目10番7号 260-9395
有田設備㈱ 福岡市東区箱崎四丁目11番21号 641-1661
東和施設工業㈱ 福岡市東区馬出一丁目11番8号 651-0698
㈱キュウエイ 福岡市東区原田二丁目20番28号 292-8613
㈱ユウキサービス 福岡市東区青葉二丁目28番10号 215-1500
㈱城東コーポレーション 福岡市東区八田一丁目7番32号103 663-6165
㈱藤善設備工業 福岡市東区八田一丁目7番32号 FSKﾋﾞﾙﾄﾞ1号館 663-6789
北設備工業㈱ 福岡市東区多の津四丁目18番16号 621-1836
㈲中島設備商会 福岡市東区多の津四丁目12番35号 624-7340
小林興商㈱ 福岡市東区松崎三丁目27番17号 671-0021
㈲正野建設 福岡市東区舞松原五丁目5番8号 672-4981
アースクリン㈱ 福岡市東区舞松原二丁目17番43号 662-6264
㈱ミヤビ工業 福岡市東区千早一丁目20番13号 410-8833
㈱アクエアー 福岡市東区松島三丁目14番6号 260-7298
㈱ケイテック 糟屋郡新宮町大字新宮32番地 692-8693
木下設備工業 糟屋郡須恵町大字植木185番地114 936-5045
㈲大成管工 糟屋郡宇美町障子岳二丁目14番13号 932-3119
㈲黒木設備 糟屋郡宇美町大字宇美4362番地の12 933-4951
㈱山口設備 糟屋郡志免町御手洗二丁目14番6号 092-626-5885
㈲三設 糟屋郡志免町別府東三丁目1番20号 935-2928
藤原設備 糟屋郡粕屋町大隈352番地 938-7155
㈱日髙エキップメント 糟屋郡篠栗町大字和田910番地306 947-8840
㈱古賀住設 久留米市東合川5五丁目6番29号 0942-44-8880
㈱橋爪土木 久留米市国分町828番地4 0942-21-1530
東原建設㈱ 小郡市古飯714番地 0942-72-3487
本田管工業 朝倉市三奈木4250番地2 0946-21-1651
㈲丸山設備 八女郡広川町大字広川38番地の1 933-4951
坂木設備 田川郡大任町大字今任原985番地 0947-63-2701
㈲ジェーエス工業 飯塚市下三緒328番地1 0948-23-9724
㈱筑紫商会太宰府営業所 太宰府市水城三丁目24番7号 921-1155
㈱カワキタ 太宰府市坂本一丁目8番5号 923-2569
㈲ヨシズミ 太宰府市大佐野五丁目8番18号 924-1888
㈲山本住宅設備 筑紫野市大字吉木1514番地70 924-6474
ＳＴＡＦＦ 筑紫野市大字阿志岐2503番地1 924-1066
㈲青木工業 筑紫野市大字阿志岐2068番地1 925-8356
㈲天山工業 筑紫野市大字天山284番地1 092-927-0068
サニー設備㈱ 筑紫野市大字隈249番地 919-7132
中地設備 筑紫野市石崎三丁目30番5号 925-8415
㈲キヨミ工業 筑紫野市塔原南二丁目7番42号 920-5300
㈲アキラ建設 大野城市乙金東一丁目6番6号 513-3500
㈲平田設備 大野城市南ヶ丘七丁目16番5号 596-0420
㈱森設備 大野城市南ヶ丘五丁目11番2号 596-1322
つつみ住設㈱ 大野城市畑ヶ坂一丁目2番7号 517-5920
㈱吉竹設備工業 春日市春日原東町三丁目28番地 501-0188
水研工業㈱ 春日市惣利一丁目66番地 595-7676
㈲ダイコウ商会 春日市白水ヶ丘五丁目39番地 575-5517
㈱NEXT 春日市上白水1-38サンヴィオラ春日202号 092-576-9522
古賀設備㈲ 春日市須玖南七丁目38番地 518-5999
北野建設 宗像市田野734番地90 0940-62-3497
㈲エコシステム 福津市中央一丁目3番1号504 0940-43-3941
㈱トーマス 福津市津丸930番 0940-42-4331
㈲渋田工業 古賀市谷山711番地 944-6765
㈲フジモト営建工業 古賀市新原字中ノ坪731番地4 943-1227
㈲新栄システム 那珂川市今光5番地170 952-1159
㈱髙田工務店 那珂川市西畑75番地 952-3399
福山設備 那珂川市恵子六丁目9番15号 952-0765
マルイ住設工業 鞍手郡鞍手町室木796番地11 0949-42-0292
㈲藤木水道設備 北九州市八幡西区浅川日の峰二丁目12番18号 093-691-0361
㈱コーボウ設備工業 大分県大分市大字三佐2122番地8 097-503-5855
カワグチ設備 熊本県熊本市北区植木町大和5番1号 096-272-4099
永渕設備 佐賀県佐賀市大和町大字東山田3855番地5 0952-62-2464
㈲原設備 佐賀県鳥栖市宿町1095番地 0942-84-5557
㈱本山建設 佐賀県武雄市朝日町大字中野11403番地3 0954-23-8851
手島管工事 佐賀県唐津市養母田843番地11　コーポ中島 080-1721-6400
㈱コンドー住設 佐賀県唐津市鏡4415番地 0955-77-4848
吉原設備工業 佐賀県唐津市八幡町564番地9 0955-74-8980
プラス管工 佐賀県唐津市鎮西町丸田副7432番地1 0955-82-1412
㈱前田建設 佐賀県唐津市肥前町万賀里川173番地3 0955-53-2211
宮崎設備 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1901番地363 0955-56-6446
㈱アクアライン 広島県中区上八丁堀8番8号第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F 082-502-6644
㈱N-Vision 広島県広島市中区鶴見町8番57号 082-275-5227
㈱イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目7番3号イースマイルビル 06-7739-2525
㈱ハウスラボ 大阪府大阪市浪速区大国二丁目1番6号 06-6648-9898
中央環境総設㈱ 三重県四日市市生桑町486番地 059-330-6265
㈱クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目2番1号 0120-500-500
㈱交換できるくん 東京都渋谷区東一丁目26番20号東京建物東渋谷ビル12Ｆ 03-6427-5381
三菱電機システムサービス㈱ 東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号 03-5431-7750
㈱エヌ・エス・シー 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号新宿住友ビル19階 03-5909-2922
㈱ホゼン 東京都豊島区南池袋二丁目34番5号 052-229-4884
UP㈱ 東京都台東区今戸二丁目30番10ＵＰビル 03-6802-4318


