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1 ENEOSグローブエナジー株式会社佐賀支店 佐賀市西与賀町大字厘外797番地2 中溝 芳則 0952-24-0331

2 株式会社JAライフサポート佐賀 神埼市神埼町尾崎778番地 北村 正弘 0952-53-8105

3 株式会社LIXILトータルサービス鹿島店 鹿島市浜町字⾧丁1112番地1 小野 光一 0954-69-8822

5 アークエ業有限会社 唐津市神田1706番地1 松本 日出男 0955-75-1839

6 有限会社アークハウスふくち 佐賀市光3-11-13 久保 高達 0952-23-3341

7 株式会社相生 伊万里市脇田町1204番地5 溝口 茂 0955-23-9060

9 青井商事有限会社 西松浦郡有田町戸矢甲1535 青井 誠一 0956-82-4141

13 株式会社アメックス 佐賀市開成5丁目7番28号 千布 清孝 0952-33-0912

17 株式会社有明電設 佐賀市兵庫北五丁目16番11号 江口 和味 0952-31-8141

20 飯塚電機工業株式会社佐賀営業所 佐賀市兵庫北1-21-31 平川 稔 0952-22-8575

21 家永設備 鹿島市大字山浦丁447番地2 家永 徳昭 0954-62-7129

23 池田設備左官工務店 鹿島市大字高津原980番地1 池田 洋一 0954-69-1775

28 株式会社イズミ 佐賀県唐津市原1525-5 宗 泉 0955-77-6116

30 稲富工務店株式会社 佐賀市久保田町大字久保田444-1 稲富 和臣 0952-68-5070

32 今泉設備 佐賀市蓮池町大字古賀1014-1 今泉 勉 0952-97-0171

34 今村設備工事店 佐賀市本庄町大字鹿子172番地1 今村 慎吾 0952-41-1583

35 有限会社岩崎鉄工 西松浦郡有田町上内野丙3783番地 岩﨑 浩 0955-46-4141

38 株式会社岩野設備 伊万里市大坪町丙2115番地1 岩野 青記 0955-22-8380

41 株式会社植松建設 鹿島市大字高津原3541番地1 植松 信安 0954-62-3526

44 有限会社梅野エルピー 佐賀市久保泉町大字川久保819番地10 梅野 一洋 0952-98-0049

45 浦設備興業 佐賀市東与賀町飯盛448番地15 浦 正英 0952-45-7562

48 エガシラ 佐賀市川副町大字鹿江1212-2 江頭 秀俊 0952-45-6318

49 江頭設備 佐賀市川副町早津江津512-11 江頭 優 0952-45-4707

51 江口設備 佐賀市大和町久池井1528-179 江口 辰美 0952-62-2603

52 有限会社エスケイシステム 佐賀市鍋島三丁目9-2 田中 勝三 0952-31-5884

56 株式会社大隈設備工業 鹿島市大字納富分1614番地の2 大隈 末義 0954-62-1302

58 有限会社大坪設備工業 佐賀市鍋島町大字蛎久87番地2 松本 剛 0952-30-1467

59 大西工業株式会社 唐津市新興町25番地 江頭 俊之 0955-73-5178

61 株式会社岡田電機 鹿島市大字井手40番地 栗田 博昭 0955-64-3111

65 有限会社小副川設備 佐賀市富士町大字下熊川字原田21 小副川 利彦 0952-63-0688

66 鹿島工設 鹿島市大字納富分4546番地1 藤家 幸博 0954-63-1323

67 有限会社鹿島設備工業所 鹿島市大字中村2205-5 西 和彦 09546-3-3228

68 株式会社兼茂 鹿島市大字高津原4002番地 土井 幸 0954-63-1616

71 川井産業株式会社 伊万里市新天町619 川井 真太郎 0955-23-2185

74 川菱株式会社 伊万里市二里町八谷搦112番地23 前田 敏哉 0955-23-0525
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75 関衛工業株式会社 佐賀市高木瀬西三丁目8-8 江口 善昭 0952-34-4335

77 北島設備 佐賀市東与賀町大字飯盛2200-1 北島 志佳男 0952-45-3004

78 有限会社木下建設 佐賀市富士町大字市川2501 木下 崇慎 0952-58-2728

84 株式会社グロウ 佐賀市鍋島町大字森田1405番地 吉武 浩孝 0952-32-6590

90 株式会社コーセツ 唐津市神田708番地 真木 功 0955-72-4895

92 古賀設備工事株式会社 佐賀市高木瀬西六丁目11番4号 内田 隆憲 0952-33-9001

93 有限会社小栁工業 佐賀市本庄町大字本庄279番地1 小栁 泰教 0952-29-2605

94 株式会社小柳設備 佐賀市八戸溝一丁目14番36号 小柳 謙次 0952-30-9094

98 株式会社佐賀日化サービス 佐賀市嘉瀬町大字扇町2398番地1 古場 英敏 0952-22-7485

99 佐賀配管工事株式会社 佐賀市本庄町大字本庄279番地19 馬場 裕子 0952-23-8326

100 有限会社相良設備工業 佐賀市開成3丁目6番35号 相良 廣太郎 0952-31-0739

101 株式会社佐電工 佐賀市天神一丁目4番3号 永倉 理一郎 0952-23-4144

102 株式会社サン・ホームビルダー 佐賀市開成四丁目5番2号 中村 吉廣 0952-32-3080

104 株式会社三幸冷凍設備工業 佐賀市巨勢町大字牛島153番地15 土橋 敏克 0952-23-8697

106 株式会社三和工務店 佐賀市巨勢町修理田429番地 太田 義信 0952-27-7808

107 株式会社システムライフ 佐賀市大財五丁目8番3号 細永 一郎 0952-20-0771

110 株式会社下建設 佐賀市南佐賀二丁目12番9号 下 泰弘 0952-23-2286

112 神興電気商会 神埼市千代田町大字詫田64-3 筬島 清和 0952-44-2138

113 株式会社シンセイ 伊万里市松浦町山形6211番地1 松尾 俊吾 0955-26-2956

115 居石商会 唐津市厳木町瀬戸木場195番地 居石 照吾 0955-63-4152

118 有限会社せいら設備 伊万里市大川内町甲4098番地 前田 敏文 0955-23-0245

119 成和建設株式会社 唐津市厳木町広瀬3967番地2 水落 潤 0955-63-4648

120 セイワホーム有限会社 佐賀市北川副町大字江上514番地5 萩原 誠一郎 0952-26-1351

122 株式会社センチュリー企画 佐賀市神野東3丁目12-50 永渕 裕幸 0952-33-1225

123 有限会社早田設備 佐賀市兵庫北五丁目1番14号 早田 俊治 0952-30-1415

127 有限会社太陽住宅設備 佐賀市鍋島町大字八戸溝2丁目10番15号 碓井 友也 0952-30-6651

129 有限会社たからべ配管工事店 佐賀市木原二丁目16番8号 堀江 利一 0952-23-0236

135 田島興産株式会社 佐賀市水ヶ江6丁目4番11号 田島 広一 0952-23-3281

139 千代田工業株式会社 佐賀市神園2丁目8番8号 渡辺 建次郎 0952-30-1405

140 筒井鉄工所 神埼市千代田町大字下西623-3 筒井 敏光 0952-44-2816

141 株式会社テンプス 佐賀市嘉瀬町大字十五1466番地 杉町 利朗 0952-97-8024

143 有限会社東栄電気工業所 佐賀市大財北町6番20号 嘉村 省三 0952-26-2288

145 鳥栖設備工業有限会社 鳥栖市真木町2050番地 齊藤 大祐 0942-83-3177

151 中川内設備 佐賀市金立町大字千布2398-5 中川内 良典 0952-65-4059

152 有限会社中島建設 神埼市神埼町大字神埼23番地 中村 耕司 0952-52-1413
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157 永渕設備 佐賀市大和町大字久池井527-75 永渕 雅宏 0952-37-7369

158 中村設備 鹿島市浜町1222番地1 中村 礼勅 09546-3-4846

163 株式会社西有田土木 西松浦郡有田町上内野丙3430番地1 松尾 俊典 0955-46-3273

164 有限会社西岡建材店 鹿島市大字常広520 西岡 茂行 0954-63-5305

168 有限会社日設 伊万里市大坪町甲1568番地 榎 和敏 0955-23-9650

169 株式会社日設工業 佐賀市大和町大字東山田3584-4 田代 安弘 0952-62-5540

170 日本住宅設備株式会社 佐賀市若宮二丁目6番37号 園田 大樹 0952-31-7100

173 株式会社野口建材店 藤津郡太良町大字多良1853番地1 野口 藤隆 0954-67-0372

175 野中配管工事店 佐賀市本庄町末次841番地12号 野中 俊彦 0952-24-7059

176 株式会社パイプライン 佐賀市鍋島町大字八戸溝1274番地20 田中 秀子 0952-31-6191

177 ハウスピット 佐賀市新生町4-54 宮田 秀樹 0952-22-5558

182 有限会社原口設備工業 佐賀市川副町鹿江1508-3 原口 俊博 0952-45-0179

183 有限会社原設備 鳥栖市宿町1095 原 義人 0942-84-5557

184 ハラダ工業株式会社 佐賀市北川副町大字江上100番地11 原田 武人 0952-29-6220

190 有限会社樋渡設備 西松浦郡有田町山本乙1598-1 樋渡 秀仁 0955-46-4450

191 株式会社フクイ 佐賀市兵庫町大字渕1110番地 福井 直博 0952-22-5434

192 有限会社福川設備 西松浦郡有田町南原丁55番地7 福川 功一郎 0955-42-3086

193 有限会社福田管工 西松浦郡有田町二ﾉ瀬甲1514番地2 福田 芳守 0955-46-2034

194 有限会社福地建設 佐賀市鍋島町大字八戸1721番地2 福地 洋海 0952-23-9555

195 福地配管工事有限会社 佐賀市鍋島町大字八戸溝1296番地3 福地 秀樹 0952-30-3431

205 松尾工業株式会社 佐賀市多布施一丁目4番27号 三木 義信 0952-23-8770

207 株式会社マツモト 鹿島市大字音成丙2243-1 松本 正廣 0954-63-1841

209 丸章設備 株式会社 佐賀市久保田町大字新田3697-5 古賀 章郎 0952-51-3036

211 有限会社三島水道工事店 佐賀市諸富町大字為重815 三島 健 0952-47-2172

218 有限会社宮田設備 佐賀市川副町大字福富1174番地3 宮田 茂保 0952-45-2096

221 村岡技建 藤津郡太良町大字多良6718 村岡 浩一 09546-7-0833

222 株式会社毛利工務店 神埼市神埼町鶴3635番地1 毛利 康博 0952-53-6064

223 株式会社本村設備工業 佐賀市鍋島町大字八戸1720 本村 吉輝 0952-37-7788

226 森園設備 佐賀市西与賀町厘外1589-11 森園 竜博 0952-60-6223

227 森永建設株式会社 佐賀市久保田町大字徳万48番地1 森永 浩通 0952-68-2155

229 藪口設備 唐津市厳木町大字本山89-45 藪口 正 0955-63-3494

232 山代ガス株式会社 佐賀市鍋島町大字八戸2153番地1 大塚 浩司 0952-25-1275

233 有限会社山田設備工業 佐賀市北川副町大字江上101-13 山田 敏則 0952-97-5290

236 有限会社山中鉄工 鹿島市大字高津原696番地 山中 喜見 0954-63-3341

237 祐徳設備株式会社 佐賀市久保泉町大字川久保4162番地 山口 哲功 0952-37-1449
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240 有限会社吉原工務店 佐賀市諸富町大字寺井津124 吉原 政文 0952-47-2272

241 吉原設備工業 唐津市八幡町564-9 吉原 史郎 0955-74-8980

242 吉村空調工業株式会社 佐賀市嘉瀬町大字扇町2360 吉村 松代 0952-22-5596

245 株式会社ライフラインコネクト 佐賀市兵庫北2丁目10番3号 吉田 孝之 0952-36-6950

247 株式会社リビングモア佐賀 三養基郡基山町大字園部2794-18 田中 和浩 0942-92-6009

248 株式会社レジテイク 佐賀市神野東三丁目12番50号 武富 晋一郎 0952-31-7506

251 株式会社山口工業 鹿島市大字山浦甲348-1 山口 清隆 0954-60-4074

253 田中工務店 佐賀市天祐2丁目4番35号 田中 寿英 0952-22-2033

254 株式会社前田𠮷彦商店 伊万里市南波多町府招3632番地 前田 𠮷彦 0955-24-2265

256 OKUBO 唐津市神田619-16 大久保 謙 0955-73-6851

258 株式会社ライフサービス 鳥栖市立石町1431-2 牟田 宗徳 0942-83-8039

259 北斗設備 佐賀市金立町薬師丸1608-1 北村 俊紀 0952-97-5866

260 なごみ住宅設備 神埼市神埼町志波屋1547-9 福島 高綱 0952-20-5733

262 株式会社下建設 西松浦郡有田町本町乙3007-8 下 今朝隆 0955-43-2294

265 アールイービルド株式会社 佐賀市兵庫町大字渕1810-13 古賀 建次 0952-65-9412

267 坂田住工 三養基郡みやき町大字江口2834-3 坂田 善彦 0942-85-7474


