遠賀町下水道排水設備指定工事店一覧表

（50音順）
令和4年4月1日現在
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所

在
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福岡市博多区那珂一丁目３番３７号

092-982-0247 株式会社 敷田水道設備

北九州市八幡西区上香月一丁目１２番１０号

093-617-0187 日立地建 株式会社

北九州市小倉南区大字貫１６５３番地３

093-474-1203

アーバン・デザイン

中間市長津二丁目１９番２号

090-7390-5000 重広住設 有限会社

遠賀郡岡垣町海老津１２３２番地１

093-282-7670 株式会社 福田工務店

遠賀郡遠賀町大字木守９６６番地

093-293-0168

株式会社

葵設備工業

北九州市小倉南区長野一丁目１９番３号

093-473-5802 有限会社 重広ホーム冷暖

遠賀郡遠賀町大字広渡１９９２番地の２

093-293-4735 フクダ洗管設備

北九州市八幡西区京良城町１０番４０－３０４号

093-641-7211

株式会社

アクアマスター

遠賀郡岡垣町旭台２丁目２４番１５号

093-555-7664 株式会社 システム１

北九州市八幡西区鷹の巣三丁目１０番１０号１Ｆ

093-883-7955 フクダ冷熱

北九州市八幡西区光貞台二丁目１番８号

093-693-5335

浅野設備工業

北九州市若松区東二島二丁目１７番９号

093-791-1781 柴田住設

北九州市若松区畠田一丁目１０番４１号

093-230-6132 株式会社 フクテック

北九州市小倉北区熊本三丁目２番１４号

093-921-9430

株式会社

安部水道設備

北九州市八幡西区割子川二丁目３番１２号

093-641-6916 株式会社 JAPANLine

北九州市八幡西区若葉三丁目２０番３２号

093-980-1127 フルヤ工業 有限会社

中間市大字上底井野６２番地の１

093-244-3156

有限会社

アポロ燃機工業

遠賀郡岡垣町海老津駅前１１番７号

093-282-0711 株式会社 秀建工業

北九州市八幡西区馬場山東二丁目５番３号

093-617-7727 北筑産業

北九州市八幡西区筒井町２番１０号

093-622-0131

株式会社石井設備

北九州市八幡西区陣原三丁目１７番２７号

093-230-4809 正原住設

岡垣町中央台４丁目３番５号

093-283-2140 株式会社 本多設備工業

北九州市小倉南区城野一丁目１３番６号

093-921-7777

石岡設備

遠賀郡遠賀町大字浅木４６３番地の２８

093-293-4660 白石設備

中間市岩瀬西町２９番２３号

093-244-5252 マサキ住設

宗像市徳重８２番地３

0940-33-2980

水巻町吉田東二丁目２２番１７号

093-201-0325 株式会社 白金

福岡市中央区白金一丁目１６番１９号

092-531-2872 松栄設備

遠賀郡岡垣町吉木東１丁目１５番８号

093-283-2221

宗像市牟田尻１９３８番地１

0940-62-1557 株式会社 城山水道設備

北九州市八幡西区木屋瀬一丁目１８番２２号

093-617-2705 株式会社 松岡工務店

遠賀郡水巻町吉田東一丁目１０番３４号

093-981-0236

遠賀郡遠賀町大字木守１４５５番地の２

093-293-1927 親和産業 株式会社

遠賀郡岡垣町大字糠塚３６０番地

093-282-4658 松野水道

中間市岩瀬三丁目１０番１６号

093-244-6437

株式会社

アースライン

石塚住設ガス
有限会社

株式会社

石松設備工業

伊都屋木材
有限会社

入江設備

遠賀郡水巻町下二西二丁目１番１号

093-201-2511 有限会社 水道工事センター 中間市長津一丁目１０番２号

093-246-3026 マルイ住設工業

鞍手郡鞍手町大字室木７９６番地の１１

0949-42-0292

株式会社

IWAMOTO

遠賀郡水巻町二西三丁目１７番１３号

093-202-0630 水道屋

北九州市八幡西区沖田二丁目１３番１号

093-613-7610 株式会社 未輝設備

北九州市八幡西区笹田１２番地１２１

093-617-2290

北九州市八幡西区大平二丁目１３番３６号

093-613-6809 西光設備ホーム 有限会社

宗像市朝町３９７番地

0940-33-9986 有限会社 水上工務店

直方市大字下新入１２６５番地７

0949-28-2574

鞍手郡鞍手町大字古門１８１７番の６

0949-42-4445 ミノル設備工業 株式会社

宗像市稲元二丁目１６番１０号

0940-32-3596

植村商会
有限会社

有喜設備商会

北九州市戸畑区椎ノ木町１０番１６号

093-883-0235

有限会社

エコー

岡垣町大字糠塚７６０番地２

093-281-3310 株式会社 瀬登

北九州市八幡東区山王二丁目３番２号

093-671-1080 有限会社 都設備

北九州市八幡西区白岩町１２番１９号

093-618-6797

有限会社

エス・アイ・エス 北九州市若松区高須東一丁目２番１２号

093-741-2017 有限会社 善明産業

北九州市八幡西区竹末一丁目６番２５号

093-642-2211 有限会社 三好設備

北九州市八幡西区塔野一丁目１番４８号

093-613-2678

株式会社

セイコー・トータル・ホーム

オーエス設備

株式会社

北九州市八幡西区三ヶ森四丁目１２番１号

093-613-0051 総合洗管 株式会社

北九州市小倉北区下冨野二丁目１０番１６号

093-511-6591 村岡設備

遠賀郡遠賀町大字鬼津２７４５番地の１

093-293-1800

大下設備工業

株式会社

北九州市八幡西区香月中央五丁目４番１２号

093-617-6048 株式会社 第一建設工業

鞍手町大字中山２４４６番地２４

0949-42-6381 株式会社 村上工務店

中間市大字垣生９９８番地

093-245-0547

田川市大字川宮７３８番地１９

0947-85-9304

大山土木

株式会社

鞍手郡鞍手町大字新延２６０３番地の１

0949-42-2060 第一設備工業 株式会社

北九州市八幡西区筒井町９番１４号

093-642-8400 株式会社 ムラセツ

有限会社

岡田設備工業

遠賀郡岡垣町大字吉木１１５８番の５

093-283-3531 株式会社 大弥

北九州市八幡東区中尾三丁目７番８号

093-651-0279 有限会社 むらた水工

中間市中央五丁目５番１２号

093-245-2284

甲斐設備

北九州市若松区大字小竹２２５１番地１

093-791-0248 有限会社 太陽設備工業

中間市大字垣生１６１８番地

093-245-4254 明俊工務店

水巻町二東三丁目１９番３５号

093-202-1388

鍵元設備

中間市大字垣生１３８４番地の１

093-981-5035 髙﨑設備 株式会社

北九州市戸畑区千防一丁目４番３３号

093-882-1375 森北設備

北九州市若松区高須東二丁目６番２８号

093-742-0314

北九州市八幡西区則松一丁目５番１２号

093-691-1195 高須住工

北九州市若松区高須南一丁目７番３０号

093-742-0368 株式会社 矢七屋

北九州市八幡西区沖田一丁目１４番１５号

093-614-8780

遠賀郡水巻町頃末南一丁目２５番１６号

093-201-5276 株式会社 髙野工務店

北九州市八幡西区岩崎一丁目１番１１号

093-617-6511 株式会社 山崎工務店

北九州市八幡西区浅川学園台二丁目１２番１５号

093-776-6933

株式会社

金屋商会

河野工務店
株式会社

河村建設

岡垣町大字戸切１６１１番地５

093-282-3690 鷹見工業 有限会社

直方市大字永満寺桜馬場１７５１番地の１

0949-24-8531 株式会社 大和設備

宗像市武丸１９４７番３

0940-39-7681

株式会社

環境クリーン

北九州市若松区蜑住１３１１番地

093-742-6300 株式会社 タカミツ住設

北九州市若松区大字払川５８７番地

093-742-8602 有限会社 ヤマノ設備

北九州市八幡西区香月西三丁目１１番３５号

093-616-6704

有限会社

環境整備センター 芦屋町大字芦屋１４４８番地

093-223-0402 有限会社 竹内設備

北九州市八幡西区岩崎二丁目１９番６号

093-618-3668 山本設備

遠賀郡遠賀町大字鬼津２８５８番地の１０

093-293-6778

株式会社

木下設備

093-642-2028 株式会社 竹下設備

直方市大字植木１４３１番３

0949-22-4880 有限会社 有泉管工

鞍手郡鞍手町大字中山３２１８番地

0949-42-4676

0120-48-8919 株式会社 田中

北九州市若松区高須西二丁目１番９０号

093-741-3900 吉岡設備

宮若市金丸７４７番地１０

0949-55-2345

北九州市八幡西区鷹の巣一丁目９番４号

九州水道修理サービス 北九州市八幡西区引野二丁目８番１号

株式会社

有限会社

協栄設備工業所

北九州市八幡西区市瀬三丁目２番３号

093-621-0023 有限会社 田中設備工業

宗像市田久五丁目１番７号

0940-33-6600 有限会社 吉田工務店

岡垣町大字吉木１５５３番地

093-281-3770

協和管工

株式会社

宗像市宮田一丁目８番８号

0940-33-6633 トータルリフォーム夢工房

北九州市八幡西区浅川日の峯二丁目１２番１８号

093-611-3350 有限会社 吉本工務店

北九州市戸畑区新池三丁目２番４号

093-882-0460

鞍手町大字木月３２９番地６

0949-42-1636 有限会社 戸畑ホーム設備

北九州市戸畑区西大谷二丁目９番２０号

093-881-1050 リフォーム・梶原

中間市岩瀬二丁目１５番３７号

093-246-3001

岡垣町吉木西一丁目１１番６号

093-282-1627

楠本建設
久米建設

株式会社

遠賀郡岡垣町大字海老津９３番地３

093-281-1006 中嶋工業

中間市通谷二丁目７番２８号

093-245-1841 株式会社 和田工務店

有限会社

倉光設備

北九州市八幡西区友田一丁目１０番３６号

093-603-6164 有限会社 中島設備

北九州市八幡西区香月中央一丁目８番１号

093-883-7261

黒田住宅設備

中間市大字上底井野１７６番地の７７

093-245-8116 永久工業 株式会社

北九州市八幡東区帆柱一丁目１番４４号

093-681-6665

株式会社

直方市大字中泉８８５番地１４

0949-24-8304 中村設備工業 株式会社

北九州市八幡西区椋枝二丁目９番３号

093-883-7697

小池設備工業

田川郡福智町神崎１５７７番地３

0947-22-3947 西日本ハマネツ 株式会社

鞍手郡鞍手町大字新北２０３７番地

0949-42-7720

有限会社

遠賀郡遠賀町旧停一丁目６番７号

093-293-0170 日栄設備販売

北九州市八幡西区御開一丁目１６番２６号

093-603-8790

北九州市門司区風師二丁目２番３０号

093-342-7330 日伸設備工業

北九州市八幡西区永犬丸三丁目１６番１７号

093-692-4455

ケイ・イー・エス直方支店

サカエ設備

佐伯工務店
合同会社

株式会社

佐藤商店

遠賀郡芦屋町白浜町２番３号

093-223-3131 ネオトラップ

北九州市若松区西小石町１１番８号

050-1080-0494

有限会社

三ヶ森住宅設備

北九州市八幡西区三ケ森一丁目６番３号

093-611-1358 野田設備

鞍手郡鞍手町大字中山３１６８番地２２

090-7396-0992

北九州市小倉北区足原二丁目５番３３号

093-921-5888 浜設備

遠賀郡岡垣町旭台４丁目１０番２号

093-283-3822

北九州市八幡西区力丸町２２番地１４

093-603-2299 ハマヨシ商会

北九州市八幡西区穴生三丁目４番２８号

093-641-7878

遠賀郡芦屋町幸町７番５号

093-223-5126 株式会社 洸設備

中間市岩瀬二丁目２５番８号

093-246-2602

山和

株式会社

三和産業
塩田設備

株式会社

遠賀町下水道排水設備指定工事店一覧表

・排水設備工事について
下水道を使用する際、宅内排水設備の工事が不完全で、適切な施工がなされていないと、
「下水が流れにくい」「管がつまる」「においが家の中に入る」といったことが、みなさん
に直接ふりかかってくると同時に下水道も本来の機能を果たせなくなります。
このようなことのないように、下水道を使用する際の宅内排水設備工事は町が指定した
「指定工事店」で行っていただくことになっています。

問い合わせ
遠賀町役場都市計画課下水道係
TEL 093-293-1314

