
2020.10.1現在

NO 地区 屋号名 電話番号 ジャンル

1 青葉台 タカキ住建 092-925-6967 住む

2 青葉台 たたみくらぶFC太宰府店 092-287-0161 住む

3 青葉台 タイヨウホーム㈱ 092-515-4853 造る

4 青山 ㈱中山建設 092-924-5474 住む

5 青山 田尻塗装 092-555-7075 住む

6 青山 大久保体器㈱九州営業所 092-408-9582 住む

7 青山 (有)永田昌人一級建築士事務所 092-924-2767 住む

8 青山 明里アミ戸・ガラス商店 092-925-1843 住む

9 青山 大楠塗装 080-4286-7458 住む

10 青山 ㈱PFコート 092-588-7788 住む

11 青山 川内内装 080-5609-3448 住む

12 青山 (有)小栁電設 092-928-6301 その他

13 青山 ダックオート 092-408-9476 その他

14 石坂 ビットテック㈱ 092-923-5500 暮らし

15 石坂 篠宮硝子店 092-922-4330 住む

16 内山 大庭建設　㈱ 092-922-6822 暮らし

17 内山 木本建設　㈱ 092-921-4221 住む

18 内山 大和金属工業㈱ 092-923-0901 住む

19 内山 ㈱喜信 092-925-8939 その他

20 内山 BITES  CYCLE 092-710-1712 その他

21 内山 ㈱湊工業 092-924-5227 その他

22 内山 ㈱ オートショップ ナガサワ 092-928-7233 その他

23 内山 プロフィッツ 092-921-8878 その他

24 内山 (有)エフツーアート 092-555-7288 造る

25 大佐野 ㈱宮原福樹園 092-918-6736 暮らし

26 大佐野 (有)ホームエイドインテリア 092-923-3680 暮らし

27 大佐野 ランプハウス㈱ 092-918-4652 暮らし

28 大佐野 ㈱宮原土木建設 092-923-3467 住む

29 大佐野 (有)丸伸造園 092-921-2933 その他

30 大佐野 ㈱宮原産業 092-922-2526 造る

31 大佐野 家具・インテリア　カネヒロ 092-928-8360 暮らし

32 観世音寺 COCODRILO　ココドリオ 090-2969-2198 暮らし

33 観世音寺 ㈲長谷建設 092-923-5568 住む

34 観世音寺 (有)協栄塗装工業 092-924-0856 住む

35 観世音寺 奥野工務店 092-924-1682 住む

36 北谷 ㈱メイショウ 092-923-7790 その他

37 北谷 (有)ヘイワ技建 092-923-1746 造る

38 北谷 (有)斉藤建設 092-921-3246 造る

39 北谷 (有)斉藤園芸 092-924-1750 造る
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40 北谷 ㈱斉藤造園 092-924-1146 暮らし

41 国分 ㈱ウインドライフ 092-925-2477 暮らし

42 国分 ㈱デンショウ 092-408-9681 住む

43 国分 ㈱うーの家 092-408-8082 住む

44 国分 栗川塗装 090-4991-5204 住む

45 国分 栄進建設プランニング 090-9795-8040 その他

46 五条 ㈱ＯＫＡＺＡＫＩ 092-919-6320 暮らし

47 五条 エディオン五条店 092-925-6071 暮らし

48 五条 (有)正建アルミ 092-925-0244 暮らし

49 五条 ㈲美建工業 092-922-3579 住む

50 五条 テックホームガス㈱ 092-924-3198 住む

51 五条 舩越総合設備 090-3730-3431 住む

52 五条 合同会社なお工務店 090-3321-6020 住む

53 五条 眞鍋建設㈱ 092-924-5755 住む

54 五条 (有)平生建設 092-925-3939 造る

55 五条 市川製作所 092-922-4408 造る

56 宰都 ㈱八谷住宅設備 092-924-6999 住む

57 宰府 (有)松嶋設計 092-921-2643 暮らし

58 宰府 (有)フルガード 092-928-5070 暮らし

59 宰府 飛梅インテリア㈱ 092-921-0750 暮らし

60 宰府 (有)有岡造園 092-922-4371 住む

61 坂本 プランニングインテリアナガタ 092-980-1110 住む

62 三条 すまい乃赤池 090-3664-8792 住む

63 朱雀 ベスト電器アウトレット太宰府 092-921-3711 暮らし

64 朱雀 ㈱オークス 092-928-4378 住む

65 朱雀 ㈱菜の実建築工房 092-928-0842 造る

66 高雄 エクステリアプロショップ　司建装 092-924-3261 暮らし

67 高雄 ㈱サンクリエイト 092-555-8543 暮らし

68 高雄 ㈱ホーマンでんき 092-980-5910 暮らし

69 高雄 ㈱H・T・F 092-921-5147 暮らし

70 高雄 ㈱末永ハウジング 092-928-4626 暮らし

71 高雄 ㈱アサヒ工業 092-555-9336 暮らし

72 高雄 古川設備 092-922-6462 暮らし

73 高雄 オトナリホーム㈱ 092-408-8605 住む

74 高雄 Hi・system 090-9659-0920 住む

75 高雄 中村造園 092-923-2550 造る

76 梅ヶ丘 櫻井電温サービス 092-928-1890 暮らし

77 通古賀 イエノコト㈱ 092-929-2525 暮らし

78 通古賀 ㈱匠ホーム 092-928-2067 住む

79 通古賀 山田秀雄調査士事務所 092-923-5871 その他

80 通古賀 (有)一・二・三設計 092-920-9666 その他

81 通古賀 平川工業(有) 092-920-5566 その他

82 通古賀 田崎自動車　㈱ 092-922-7235 その他

83 通古賀 ㈱成倖 092-918-5595 造る

84 都府楼南 ㈲AYAX 092-921-5579 暮らし

85 都府楼南 セブンアート 092-918-0036 造る
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86 都府楼南 ㈱エコテックシステム 092-918-7077 住む

87 長浦台 ㈱日新 092-923-1223 住む

88 長浦台 酒井商店 092-925-7495 住む

89 長浦台 悠ホーム 092-408-3453 その他

90 梅香苑 (有)緒方建設 092-923-4463 暮らし

91 梅香苑 ㈱アヴィッツ 092-555-9941 暮らし

92 梅香苑 齋藤左官店 090-7987-2665 住む

93 梅香苑 ハウジングコート㈱ 092-985-8770 住む

94 梅香苑 (有)ケン・フィールド 092-919-6757 その他

95 梅香苑 ウォーターサーフ 092-928-4830 暮らし

96 御笠 ㈱伊藤建設 092-928-4598 暮らし

97 御笠 フリースタイル工房 092-555-3478 その他

98 御笠 ㈱テシマ 092-924-0685 造る

99 御笠 ㈲宰府商会 092-924-7999 住む

100 水城 ㈱IKD企画 092-408-2157 暮らし

101 水城 ㈱筑紫商会 092-921-1155 暮らし

102 水城 ㈱友善 092-924-5285 暮らし

103 水城 創伸テクニカルサービス㈱ 092-929-1834 暮らし

104 水城 成光建設㈱ 092-924-2638 住む

105 水城 ㈱木匠 092-408-7090 住む

106 水城 西島産業 092-924-4734 その他

107 水城 ㈱山友建設 092-924-5601 その他

108 水城 ㈲クルーズ 092-928-6734 その他

109 向佐野 籔電設 090-3415-1552 暮らし

110 向佐野 ㈱ベスト電器　NEW太宰府店 092-921-3311 暮らし

111 向佐野 (有)エミホーム 092-928-7777 住む

112 向佐野 ㈱チクリョー 092-924-9660 その他

113 向佐野 協栄塗装 092-924-8520 その他

114 吉松 (有)辻塗装店 092-921-8818 暮らし

115 吉松 植木屋　和剪 092-981-6130 暮らし

116 吉松 永田工業 090-4987-4241 暮らし

117 吉松 ㈱宝満建設 092-922-2871 住む

118 吉松 内装のかね福 092-581-7320 住む

119 吉松 (有)西建設 092-921-0320 住む

120 吉松 ＆・Link一級建築士事務所 090-8356-7393 造る
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