
令和4年11月14日現在

事業所名 事業所住所 電話番号 ジャンル

(株)チクリョー 太宰府市向佐野2-12-21 092-924-9660 ガス器具、リフォームはチクリョーにおまかせ下さい。

(株)日新 太宰府市長浦台2-16-1 092-923-1223 住まい事は、何でもご相談ください！

大楠塗装 太宰府市青山4-10-12 092-984-3158 屋根、外壁塗装専門店です。

(株)斉藤造園 太宰府市北谷519-1 092-921-4433 お庭のお困りごとなんでもご相談ください。

ハウジングコート(株) 太宰府市梅香苑4-16-37 092-985-8770 太宰府で1000件以上の実績！信頼と功績の証！

(株)宝満建設 太宰府市吉松2-8-8 092-922-2871 建設業

タカキ住建 太宰府市青葉台1-11-14 092-925-6967 新築・リフォーム建築

西島産業 太宰府市水城2-22-38 092-924-4734 外柵・カーポート工事等

成光建設(株) 太宰府市水城3-11-1 092-924-2638 快適リフォームで暮らしを新しく！

香川建設 太宰府市青葉台4-10-18 092-924-1494 一般住宅新築・リフォーム

(有)永田昌人一級建築士事務所 太宰府市青山1-5-12 092-924-2767 建築設計事務所

(株)PFコート　 太宰府市青山4-14-20 092-588-7788
シャッター・ドア・エクステリア・スチー

ル、アルミ建具、その他建築資材。

(株)H・T・F 太宰府市高雄5-6-18 092-921-5147 ショールームに是非お越し下さい！

田尻塗装 太宰府市青山1-11-6 092-555-7075 塗装工事業

(株)悠ホーム 太宰府市長浦台4-3-10 092-408-3453 屋根工事・塗装工事業

司建装 太宰府市高雄1-3683 092-924-3261 フェンス・テラス・内扉・車庫等の外構専門店です。

(株)ウインドライフ 太宰府市国分1-8-18 092-925-2477 リフォーム、改修工事、不動産売買

(株)宮原土木建設 太宰府市大佐野3-11-18 092-923-3467 土木工事業

大庭建設(株) 太宰府市大字内山653-2 092-922-6822 家（暮らす）のことは、全ておまかせください！

(株)末永ハウジング 太宰府市高雄6-1-18 092-928-4626
お家のことなら、どんな事でもご相談下さ

い。お見積り無料‼

(有)西建設 太宰府市吉松3-2-7 092-921-0320 外柵工事業

眞鍋建設(株) 太宰府市五条2-6-34 092-924-5755 建設業・新築リフォーム

タイヨウホーム(株) 太宰府市青葉台1-18-3-101 092-515-4853 新築戸建て・リフォーム工事

ナガノ電気(株) 太宰府市大佐野1-6-3 092-928-0858 電気設備・受電設備工事業

(株)アサヒ工業 太宰府市高雄6-17-20 092-555-9336
屋根、雨トイの専門店。ちょっとしたこと

でもご相談ください！

(有)平生建設 太宰府市五条2-11-1 092-925-3939 住宅・店舗等の新築・改装工事

(有)辻塗装店 太宰府市吉松1-5-1 092-921-8818 創業40年　確かな施工お約束します。

ファインリフォーム太宰府店 太宰府市大佐野3-11-5 092-586-5960 TOTO福岡南ショールームのとなりです。

(有)AYAX 太宰府市都府楼南4-19-20 092-921-5579
住宅リフォームを太宰府でさせていただい

ております。

(株)宮原産業 太宰府市大佐野5-14-33 092-922-2526 気軽にご相談ください。

奥野工務店 太宰府市観世音寺5-10-31 092-924-1682 一般住宅・設計・施工

(有)緒方建設 太宰府市梅香苑1-18-2 092-923-4463 建築業

(有)古賀造園 太宰府市連歌屋3-2-3 092-555-4917 個人造園の剪定や庭園工事承ります。

LPガス(株)友善 太宰府市水城3-5-15 092-924-5285
どこに頼めば？と迷う住まいの小さな

「困った」ご相談ください！

工事券 加盟店一覧表



令和4年11月14日現在

事業所名 事業所住所 電話番号 ジャンル

工事券 加盟店一覧表

(株)八谷住宅設備 太宰府市宰都2-2-16 092-924-6999
住宅設備工事店です。工事券ご利用のお客

様は五千円値引

(株)エコテックシステム 太宰府市都府楼南3-2-18 092-918-7077
太陽光発電システム、蓄電池システム、

オール電化機器の販売・施工

テックホームガス(株) 太宰府市五条2-14-20 092-924-3198 プロパン販売・管工事・空調工事

(株)WASEN 太宰府市吉松1-6-5 092-981-6130
お庭の剪定や外構工事、駐車場の増設工事

などをしております。

イエノコト(株) 太宰府市通古賀5-2-3 092-408-9727
「住まいと暮らしの困った」を解決しま

しょう。お気軽にご相談ください。

(有)エミホーム 太宰府市向佐野4-1-15 092-928-0007 プロパン販売・管工事・空調工事

創伸テクニカルサービス(株) 太宰府市水城3-9-11 092-929-1834 オール電化・太陽光発電等の設備工事

篠宮硝子店 太宰府市石坂3-8-24. 092-922-4330 硝子・サッシ工事業

(株)タカオ板金工業所 太宰府市高雄5-17-1 092-924-3803 建築板金・雨樋工事

(有)有岡造園 太宰府市宰府5-7-17 092-922-4371 造園工事業・産業廃棄物処分業

籔電設 太宰府市向佐野2-9-5 090-3415-1552 電気工事・家電取付

木本建設(株) 太宰府市内山字平田536-3 092-921-4221 工事等お困りの方は御相談下さい。

ベスト電器福岡太宰府店 太宰府市向佐野4-8-47 092-921-3311 家電販売業

入江工務店 太宰府市宰府5-16-5-210 092-924-4003 肥料･飼料・園芸用品小売業

(株)テシマ 太宰府市御笠1-2-18 092-924-0685 フェンス・防石防護関連工事

(株)湊工業 太宰府市大字内山1098-1 092-924-5227 土木工事一式承っております

㈱伊藤建設 太宰府市御笠1-1-11 092-928-4598 基礎工事

古川増男土地家屋調査測量事務所 太宰府市大佐野1-11 092-922-2384 土地家屋調査士事務所

平川工業(有) 太宰府市通古賀3-20-22 092-920-5566 土木工事業(別掲を除く)

飛梅インテリア(株) 太宰府市宰府6-8-44 092-921-0750 内装工事業

(株)中山建設 太宰府市青山1-10-2 092-924-5474 建設工事　型枠工事業

(株)山友建設 太宰府市水城2-31-13 092-924-5601 一般土木工事業

(有)ホームエイド　インテリア 太宰府市大佐野5-14-22 092-923-3680 インテリア商品販売・施工

(株)喜信 太宰府市内山941-1 092-925-8939 外構工事、バイクガレージ等お気軽に！

㈱西村建築設計 太宰府市坂本3-9-9 092-408-1165 新築、既存建物に関することは何でもご相談を

フリースタイル工房 太宰府市御笠1-13-11 080-5276-4628 建築業・リフォーム業

(株)avitz 太宰府市梅香苑2-9-8 092-555-9941 鉄・ステン・アルミ・パイプ・曲加工

齋藤左官店 太宰府市梅香苑3-10-20 090-7987-2665 左官

(株)OKAZAKI 太宰府市五条1-2-30 092-919-6320 建設業・不動産業

(有)丸伸造園 太宰府市大佐野4-1-13 092-921-2933 造園業

＆.Link　一級建築士事務所 太宰府市通古賀6-9-11 090-8356-7393 あなただけのデザイン・空間設計をご提案します。

(有)フルガード 太宰府市宰府1-3-8 092-928-5070 防火保安　消火器　セキュリティ施設施工

(有)協栄塗装工業 太宰府市観世音寺4-18-6 092-924-0856 塗装工事業

ナガタ建設(株) 太宰府市通古賀3-1-14 092-924-5881 注文住宅のお店です。

(有)斉藤園芸 太宰府市大字北谷789-4 092-924-1750 造園工事業

(株)サンクリエイト 太宰府市高雄5-4-16-1F 092-555-8513 塗装工事業、防水工事業
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小島造園 太宰府市宰府2-11-3 092-922-4332 造園業

舩越総合設備 太宰府市五条1-2-23 092-924-1426 衛生設備、空調設備工事

オトナリホーム(株) 太宰府市高雄1-3668-5 092-408-8605 総合建築業・宅建業

神川重機サービス 太宰府市国分4-19-14 090-5722-3049 建設機械の修理

(株)おぢか 太宰府市国分1-14-25 092-985-7233 建設業（オール電化・太陽光発電）

金子畳・フスマ　インテリア工房哲 太宰府市坂本2-6-1 090-8410-8019 内装工事一式・畳・フスマ・アミ戸などやってます

(株)アルク建築 太宰府市坂本2-6-8 松島ビル1階 092-925-7691 木造建築工事業


