
住まいに
関することでお困りのあなたへ

【発行元】志免町商工会 工業部会 (H25.11)

お引き渡しは2014年
4月1日以降でも可

消費税率5％が適用されるケース

2014年3月31日までに
お引き渡し完了

2013年9月30日までに
ご契約

消費税UP前に住宅リフォームを考えている皆様、そんな地域住民の皆様が安心し
て住まいの相談ができるような窓口として「住まいの工事隊」を結成しています。
住宅増改築を検討されている皆様この機会にぜひ志免町の工事会社に依頼して
みてはいかがですか？
●高齢者や弱者をねらった、悪質な手口による業者の手抜き工事や高額請求などの被害を未然に
　防ぎたい。
●地域の方たちが、住まいに関する様々な悩みを相談したいときに、どこに頼んでいいかわからな
　い等の悩みを解決したい。
●商工会を窓口として地元事業者をご紹介することで、消費者の皆様に安心をお届けしたい。

志免町では住宅リフォーム補助金制度（※1）と木造戸建住宅耐震改修工事費補助金制度（※2）が
あります。（対象条件・対象事業所あり）

【住まいの工事隊受付】志免町商工会

TEL.935-1337  FAX.935-1349

※その他諸条件がありますので、詳しくはお問合せ先にお尋ねください。

※1

※2

志免町役場
地域交流課
☎935-1001

工事金額の1/10を補助
（限度額10万円まで）

町内の施工業者によるバリアフリー
改修工事および耐久性の改修工事
（工事金額10万円以上・要事前申請）

志免町民
（自己が所有する居住物件）

対　象　者名　　称 補　償　額 問合せ先対 象 条 件
志免町緊急経済
対策住宅リフォーム
補助金

志免町役場
都市整備課
☎935-1001

費用の額の46％に相当する額
（限度額60万～70万円まで）

昭和56年5月31日以前に
建築確認を得て建築または工事に
着手したもの

志免町民
（自己が所有し居住する木造戸建
  住宅の耐震改修工事を行う者）

木造戸建住宅
耐震改修工事費
補助金制度

住まいの工事隊員は裏面に掲載しています。

新築・増改築工事 土 木 工 事

屋 根・外 壁 工 事

内 装 工 事

塗 装・防 水 工 事

ハウスクリーニング電気・電気器具工事

雨樋・トタン等板金工事

造園・エクステリア工事 畳 ・ 建 具 工 事

E-mail: shime@shokokai.ne.jp  http://www.shimeshoko.or.jp

志免町の信頼と実績の16社です。

2014年4月に消費税が8％に引き上げられます。
リフォームをお考えなら、早めのご検討を！

消費税UP前に
のレベルアップしませんか。住まい

ご連絡
お待ちして
おります!

住まいの工事隊まもります。あなたの住まい。

sumaino kouji tai

または



●代表者：古賀 勝彦
●住所：志免町志免東2-8-5
●TEL.935-8906
●FAX.935-8908
●URL.http://www.kante.co

コウ  ゲイ  シャ

カンテ工芸舎

造園・エクステリア工事⑪

オーニングテントでかしこく節電！半戸外の解放感に浸れ
ます。

●代表者：石井 二三人
●住所：志免町桜丘1-33-5
●TEL.935-3216
●FAX.935-3216

サクラガオカ  ケン  ソウ

桜丘建装

増改築・屋根工事・塗装・防水工事⑦

桜丘で事業を始めて四十数年の受注を頂いたお客様に大変
喜んで下さっています。今後尚一層精進してまいります。

●代表者：長嶺 英子
●住所：志免町片峰中央4-8-7
●TEL.936-1933
●FAX.936-1921

ナガ  ミネ  ソウ  ショク

長嶺装飾

内装工事④

暮らしにゆとりとうるおいを！クロスを張り替えて気分すっ
きり！

●代表者：百済 英光
●住所：志免町吉原174-5
●TEL.936-3637
●FAX.936-3637
●URL.http://hyakusaitoso.is-mine.net/

ヒャク サイ    ト   ソウ   テン

百済塗装店

塗装・防水工事⑧

住宅リフォームにおいて37年間頑張っています。いろんな経
験を生かして、より良い工事をめざしております。

●代表者：大平 清郎
●住所：志免町片峰2-1923-3
●TEL.504-5722
●FAX.504-5722
●URL.http://www.taiheigreen.com

タイヘイグリーンサービス

造園工事⑫

造園は36年の実績・皆様の笑顔と満足を満たす「いい仕事」
をしています。いつでも本気モードで奮闘中！

●代表者：栗本 照美
●住所：志免町別府西2-19-1
●TEL.936-3941
●FAX.936-3941

クリ  モト  コウ   ム    テン

栗本工務店

新築・増改築①

どんな小さな工事でもご相談に応じます。お気軽にお電話く
ださい！

●代表者：権丈 良信
●住所：志免町南里7-1-16
●TEL.936-4317
●FAX.936-4317
●URL.http://amatoi-bankin.com

ケン ジョウ  バン キン  コウ ギョウ ショ

権丈板金工業所

雨樋・トタン等板金工事⑤

雨とい板金工事の専門職人が全力でお客様をサポートし
ます！

●代表者：濱﨑 義則
●住所：志免町志免東2-9-20
●TEL.935-9655
●FAX.935-9655

ハマ サキ  コウ   ム   テン

濱﨑工務店

新築・増改築②

住まいの事なら何でも!! 新築からリフォーム工事までお任
せください。

●代表者：椛島 敏光
●住所：志免町東公園台2-6-14
●TEL.935-0535
●FAX.935-0535

カバ  シマ

椛島グリーン

造園・エクステリア工事⑩

ご家族への記念樹植栽から造園工事、防草工事、庭木の剪
定、消毒、大木の伐採など何でもご相談下さい！

●代表者：池田 義昭
●住所：福岡市博多区東比恵3-20-9
●TEL.432-8787
●FAX.432-7778

㈱エアーテック

空調工事⑭

業務用から家庭用迄、空調工事は全て行います。新設、修理、
なんでもOKです！

●代表者：光安 修一
●住所：志免町志免4-2-9-7
●TEL.937-2787
●FAX.405-0738

エルエスシー

LSCサービス

ハウスクリーニング⑮

台所の換気扇、エアコン、フローリングのワックス等、今まで
諦めていた汚れをプロの技でピカピカにします！

●代表者：安重 奈津代
●住所：志免町吉原120-1
●TEL.935-2634
●FAX.935-2707

シ     メ

ダスキン志免

ハウスクリーニング・電気・電気器具工事⑯

お住まいのお掃除、家事代行、電気のお困り事何でもご相談
ください。お見積りは無料です！

●代表者：相良 カヅミ
●住所：志免町王子3-6-11
●TEL.936-0680
●FAX.936-0670

㈲相良建設工業

土木工事⑥

明るい笑顔で健康で！環境に優しい会社を目指しています。

サ   ガラ  ケン  セツ  コウ ギョウ

●代表者：山崎 留男
●住所：志免町吉原196-3
●TEL.935-2436
●FAX.936-7788

山崎工務店

新築・増改築③

一級建築士が相談・設計を行い、施工と直結。伝統工法に最
新設備を取り入れ、夢の住まいを造ります。

ヤマ サキ  コウ   ム   テン

●代表者：藤島 啓三
●住所：志免町志免2-23-22
●TEL.935-0102
●FAX.936-1110

粕屋製畳㈲

畳・建具工事⑬

畳で健康空間！畳工事、ふすま・障子張替ならお任せくだ
さい。

カス    ヤ   セイ ジョウ

●代表者：前田 秋義
●住所：志免町片峰3-1-16
●TEL.935-2881
●FAX.935-1390
●URL.http://www.exk.jp/

エクステリア工房

造園・エクステリア工事⑨

エクステリアの新時代を目指して。専門店ならでは安心をお
約束いたします！

コウ ボウ


