
事業者名 所在地 電話番号 対応時間 休日 修理対応範囲
㈱アイワ設備 北多久町小侍3976-4 0952-75-2431 8：30〜17：00 日 屋内・屋外

⿊髪設備 多久町7071-159 0952-75-8008 8：00〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
㈲中垣設備 北多久町大字小侍1056 0952-74-3505 8：00〜17：00 第2,4土・日 屋内・屋外

㈲森下水道工事店 北多久町大字小侍3306-3 0952-75-4854 8：30〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
タナカ設備 北多久町大字小侍879-1 0952-74-3342 8：00〜17：00 日 屋内・屋外

アクアライン 多久町580-119 080-1772-1861 8：00〜17：00 日・祝日 屋内・屋外

事業者名 所在地 電話番号 対応時間 休日 修理対応範囲
㈲岩永組 山内町大字鳥海8166-3 0954-45-3035 8：00〜17：00 土・日・祝日・GW・お盆・年末年始 屋外

㈲上田設備 武雄町大字武雄438-1 0954-23-4600 8：00〜17：00 第2,4土・日・GW・お盆・年末年始 屋内・屋外
㈱川内設備工業 武雄町大字武雄93-1 0954-22-2318 8：00〜17：00 第2,4土・日 屋内・屋外

ケーツー㈱ 武雄町富岡11571-3 0954-28-9366 8：00〜17：30 土・日・祝日 屋内・屋外
㈱興国建設 山内町大字宮野983-1 0954-45-2545 8：00〜17：00 土・日・会社カレンダーによる 屋内・屋外
㈱差形設備 橘町大字大日1066 090-3667-3312 8：00〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
下平設備 山内町大字鳥海8163-2 0954-45-3152 9：00〜17：00 日・祝日 屋内

武雄ガス㈱ 武雄町大字永島15943 0954-23-2158 8：30〜17：00 土・日・祝日 屋内
㈲タジマ 朝日町大字甘久1293-3 0954-26-8333 8：00〜17：00 日・祝日 屋内・屋外

㈱冨岡設備工業 武雄町大字昭和39-16 0954-22-3307 8：00〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
㈱中山組 山内町大字鳥海9798 0954-45-2143 8：30〜17：00 土・日 屋外

㈱橋口管工社 朝日町大字中野10496 0954-22-2923 8：00〜16：00 土・日・祝日・GW・夏季・年末年始 屋内・屋外
㈱原口建設 若木町大字本部17672-1 0954-26-2496 8：00〜17：00 日 屋内・屋外
㈱ヒワタシ 若木町大字川古9368 0954-26-2012 9：00〜16：00 土・日 屋内・屋外
㈱プラマー 若木町大字川古7465 0954-26-3044 8：00〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外

㈲ふるかわガス 武雄町大字富岡11571-3 0954-23-2467 8：00〜17：30 - 屋内・屋外

㈲古川設備 朝日町大字甘久2012 0954-23-2496
8：30〜18：00

(土)8：30〜16：00
第2,4土・日・祝日 屋内・屋外

松田建設㈱ 北方町大字志久2572-4 0954-36-4381 8：30〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
㈲宮副建設 山内町大字大野8940 0954-45-3790 8：00〜17：00 第2,4土・日・祝日・お盆・正月 屋内・屋外

㈱宮原建築企画 武雄町大字昭和10-8 0954-23-1647 8：00〜17：00 日・祝日 屋内・屋外
㈱本山建設 朝日町大字中野11403-3 0954-23-8851 8：00〜17：00 第2,4土・日・祝日 屋内・屋外
㈲山内設備 山内町大字三間坂甲12945 0954-45-5071 8：30〜16：30 日・祝日(土曜も有) 屋内・屋外
吉村住設 武雄町大字富岡10381-4 0954-23-5544 8：30〜17：00 日 屋内・屋外
川﨑設備 朝日町大字中野8620-3 0954-33-0210 8：00〜18：00 日・祝日 屋内・屋外

事業者名 所在地 電話番号 対応時間 休日 修理対応範囲
㈲池田電機商会 小城町晴気1239-1 0952-73-2568 9：00〜17：00 日・祝日 屋内・屋外

牛津管工 牛津町下砥川567-1 0952-66-3399
7：00〜19：00

(土)8：00〜12：00
日 屋内・屋外

㈱嶋本建設 三日月町堀江525-1 0952-73-4318
9：00〜17：00

(土)9：00〜16：00
日・祝日 屋外

㈱田中丸設備 小城町310 0952-73-3293 8：00〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
㈱中部ガス 牛津町牛津77-1 0952-66-0818 8：30〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
土井住設 小城町松尾2764-7 0952-72-5078 8：30〜17：30 日・祝日 屋内・屋外

㈲中原設備 三日月町⻑神田1593 0952-73-2302
8：30〜18：00

(土)8：30〜16：00
日・祝日 屋内・屋外

㈲原田電気 小城町布施ヶ里616-2 0952-72-6001 9：00〜18：00 日・祝日 屋内・屋外
吉岡設備 芦刈町三王崎821-1 0952-66-1522 8：00〜17：00 日 屋内・屋外

㈱ナガタニ設備 牛津町上砥川1827-1 0952-63-8507 8：30〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
ホンダ工業 三日月町三ヶ島782-10 0952-72-4822 8：00〜18：00 - 屋内・屋外

㈲小城新生興業社 三日月町久米2508-1 0952-72-3091 8：00〜17：00 土・日・祝日・お盆・年末年始 屋内

※ 漏水場所や給水器具等により対応できない場合があります。
  (例：給湯器、食洗器、浄活水器、太陽熱温水器、受水槽廻りの器具の故障 等)

◎ ホームページに掲載の承諾をいただいた企業団管内所在の事業者の一覧表です。その他の事業者については、
  企業団ホームページをご確認ください。

◎ 修理対応可能地区については、各事業者に直接お問い合わせください。

市町別修理対応事業者一覧表【多久市・武雄市・小城市】
（令和4年11月時点）

◎ 修理対応範囲：『屋内』⇒建物内に設置している給水管(露出、床下、天井、壁内 等)の漏水及び給水器具の修理。
         『屋外』⇒建物外に設置している給水管(露出、地中埋設 等)の漏水及び給水器具の修理。

多久市内

武雄市内

小城市内

企業団
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事業者名 所在地 電話番号 対応時間 休日 修理対応範囲

飯田設備 嬉野町大字不動山乙152-1 0954-43-2780
8：30〜18：00

(土)8：30〜16：00
日 屋内・屋外

㈲今⻄設備 嬉野町大字下宿乙1307 0954-42-1430 8：30〜18：00 第2土・日・祝日 屋内・屋外
㈲高嶋ポンプ店 塩田町大字馬場下甲1836 0954-66-2111 8：00〜18：00 土・日・祝日 屋内・屋外
㈱ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑﾑﾗﾀ 嬉野町大字下宿乙287 0954-43-0479 9：00〜18：00 日 屋内・屋外

中島設備 嬉野町大字下宿丁414-1 0954-43-0707 9：00〜17：00 土・日・GW・お盆・年末年始 屋内・屋外
㈱成富建設 塩田町大字真崎1750 0954-66-2277 8：00〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
㈱⻄野設備 塩田町五町田乙4-2 0954-66-2632 8：30〜17：00 日・祝日 屋内・屋外

ハヤシダ工業 嬉野町大字下野甲1096 0954-43-2284 8：30〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
藤津住器サービス 塩田町大字五町田甲3670 0954-66-2626 8：00〜17：00 不定休 屋内

㈲山中 嬉野町大字下宿乙546 0954-43-3125 8：00〜18：00 日 屋内・屋外
㈲ﾗｲﾌﾜｰｸｽﾂﾂｲ 塩田町大字馬場下乙382-1 0954-66-2132 8：30〜18：00 日・祝日 屋内・屋外

事業者名 所在地 電話番号 対応時間 休日 修理対応範囲
㈲池田鉄工所 大町町大字福⺟1807 0952-82-2015 8：30〜16：00 土・日 屋内・屋外

㈲緒方建設 大町町大字福⺟1504-1 0952-82-4881
8：00〜17：00

(土)8：00〜16：30
第2,4土・日・祝日 屋内・屋外

㈲山下建設 大町町大字大町6802-1 0952-82-2606 8：00〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
㈲若楠電設 大町町大字大町6426 0952-82-3274 8：30〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外

事業者名 所在地 電話番号 対応時間 休日 修理対応範囲
坂井水道工事店 江北町大字下小田945 0952-86-2638 8：00〜17：00 日・祝 屋内・屋外

㈲サンエ 江北町大字惣領分3677 0952-86-4330 8：00〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
溝上建設㈱ 江北町大字上小田4829 0952-86-3410 8：00〜17：00 日・祝日・夏季・年末年始 屋内・屋外

㈱峰組 江北町大字山口1398-1 0952-86-3477 8：00〜16：30 土・日・祝日 屋外
井原産業㈱ 江北町大字佐留志2215-3 0952-86-3121 8：00〜17：00 土・日 屋内・屋外

事業者名 所在地 電話番号 対応時間 休日 修理対応範囲
荒木建設㈱ ⽩⽯町大字⼾ヶ里1754-1 0954-65-2126 8：00〜17：00 土・日 屋外

大串設備工業 ⽩⽯町大字福吉1479 0952-84-3170 8：00〜16：00 日 屋内
㈲川﨑設備 ⽩⽯町大字遠江1538-1 0952-84-3979 8：00〜17：30 日・祝日 屋内・屋外

久野水道工事店 ⽩⽯町大字牛屋3058 0954-65-3407 8：00〜18：00 日 屋内
須古水道工事店 ⽩⽯町大字堤1274 0952-84-2207 8：00〜17：00 日・祝日 屋内・屋外
中央環境総設㈱ ⽩⽯町遠江289-6 0952-65-1117 8：00〜17：00 土・日 屋内・屋外

㈲藤武建設 ⽩⽯町大字坂田1069-3 0954-65-2174 8：00〜17：00 第2,4土・日・祝日 屋内・屋外
㈲仲田建設 ⽩⽯町大字馬洗1201-1 0952-84-2419 7：00〜18：00 土・日・祝日 屋外
野上設備 ⽩⽯町大字福富下分3202 0952-71-7006 8：00〜17：00 日 屋内・屋外

野中建設㈱ ⽩⽯町大字牛屋3466 0954-65-3052 8：00〜17：00 土・日・祝日 屋内・屋外
㈱日出島建設 ⽩⽯町大字福富下分1960 0952-87-2261 8：00〜17：00 日・祝日 屋内・屋外
㈲藤木設備 ⽩⽯町大字坂田2609-1 0954-65-5015 8：00〜17：00 日・祝日 屋内・屋外
㈲ヨシオカ ⽩⽯町大字牛屋4384-1 0954-65-4377 8：00〜17：00 日・お盆・年末年始 屋内・屋外

※ 漏水場所や給水器具等により対応できない場合があります。
    (例：給湯器、食洗器、浄活水器、太陽熱温水器、受水槽廻りの器具の故障 等)

◎ 修理対応範囲：『屋内』⇒建物内に設置している給水管(露出、床下、天井、壁内 等)の漏水及び給水器具の修理。
         『屋外』⇒建物外に設置している給水管(露出、地中埋設 等)の漏水及び給水器具の修理。

市町別修理対応事業者一覧表【嬉野市・杵島郡（大町町・江北町・白石町）】

杵島郡 大町町内

杵島郡 江北町内

杵島郡 白石町内

嬉野市内

◎ ホームページに掲載の承諾をいただいた企業団管内所在の事業者の一覧表です。その他の事業者については、
  企業団ホームページをご確認ください。

◎ 修理対応可能地区については、各事業者に直接お問い合わせください。

（令和4年11月時点）
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