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土木 030000490 大成建設（株） 九州支店 理事支店長 西河　誠 福岡市博多区住吉４－１ー２７ 2049 A 2 特定 市外

土木 030000147 鹿島建設（株） 九州支店 執行役員支店長 小森　浩之 福岡市博多区博多駅前３－１２－１０ 2029 A 2 特定 市外

土木 030000119 （株）大林組 九州支店 執行役員支店長 上田　哲夫 福岡市博多区下川端町９－１２ 2015 A 2 特定 市外

土木 030000394 清水建設（株） 九州支店 執行役員支店長 坂尾　彰信 福岡市中央区渡辺通３－６－１１ 2007 A 1 特定 市外

土木 030000950 前田建設工業（株） 九州支店 常務執行役員支店長 尾付野　誠 福岡市博多区博多駅東２－１４－１ 1980 A 2 特定 市外

土木 030000675 戸田建設（株） 九州支店 執行役員支店長 畑中　靖博 福岡市中央区天神２－１３－７ 1978 A 2 特定 市外

土木 030000332 五洋建設（株） 九州支店 執行役員支店長 小倉　征巳 福岡市博多区博多駅東２ー７ー２７ 1977 A 2 特定 市外

土木 030000836 （株）安藤・間 九州支店 執行役員支店長 五所　久和 福岡市中央区大名１―８―１０ 1962 A 1 特定 市外

土木 030000733 西松建設（株） 九州支社 常務執行役員支店長 吉田　卓生 福岡市中央区薬院１－１４－５ 1946 A 1 特定 市外

土木 030000269 （株）熊谷組 九州支店 執行役員支店長 宮脇　悟 福岡市中央区渡辺通４ー１０ー１０ 1938 A 1 特定 市外

土木 030000988 三井住友建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 柴田　雅俊 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1854 A 2 特定 市外

土木 030000620 東亜建設工業（株） 九州支店 執行役員支店長 山下　新一 福岡市博多区博多駅前１－６－１６ 1845 A 1 特定 市外

土木 030000605 鉄建建設（株） 九州支店 執行役員支店長 重永　秀彦 福岡市中央区荒戸２－１－５ 1843 A 2 特定 市外

土木 030000909 （株）フジタ 九州支店 支店長 安東　則好 福岡市博多区下川端町１－１ 1819 A 1 特定 市外

土木 030000132 （株）奥村組 福岡支店 支店長 平野　正人 福岡市中央区薬院１―１３―８　九電不動産ビル５Ｆ 1814 A 1 特定 市外

土木 030000651 東洋建設（株） 九州支店 執行役員支店長 鷹嶋　俊之 福岡市博多区上川端町１３－１５　安田第７ビル８Ｆ 1781 A 1 特定 市外

土木 030000299 （株）鴻池組 九州支店 執行役員支店長 川端　陽一 福岡市中央区大名１－１４－４５ 1778 A 1 特定 市外

土木 030000625 東急建設（株） 九州支店 執行役員支店長 三嶋　昭 福岡市博多区祇園町２－１ 1758 A 1 特定 市外

土木 030000678 飛島建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 曽我部　真也 福岡市中央区渡辺通５－１４－１２ 1745 A 2 特定 市外

土木 030000516 （株）竹中土木 九州支店 執行役員支店長 山田　敏昭 福岡市中央区天神４－２－２０ 1737 A 1 特定 市外

土木 030000877 （株）ピーエス三菱 九州支店 支店長 横山　順一 福岡市中央区長浜２－４－１（東芝福岡ビル） 1719 A 1 特定 市外

土木 030000344 佐藤工業（株） 九州支店 執行役員支店長 中村　豊彦 福岡市博多区千代１－１７－１ 1714 A 2 特定 市外

土木 030000556 大日本土木（株） 九州支店 支店長 中山　努 福岡市中央区大手門２－１－３４ 1696 A 1 特定 市外

土木 030000327 青木あすなろ建設（株） 九州支店 支店長 大石　雅俊 福岡市博多区博多駅前１―１９―３ 1686 A 1 特定 市外
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土木 030000820 （株）ＮＩＰＰＯ 福岡統括事業所 所長 菊地　浩 福岡市博多区半道橋２ー１４ー２ 1686 A 2 特定 市外

土木 030000557 大豊建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 田中　浩一 福岡市博多区博多駅南５－２４－１６ 1682 A 2 特定 市外

土木 030000122 （株）大本組 九州支店 執行役員支店長 石井　俊明 福岡市中央区大名２－４－３０　西鉄赤坂ビル４Ｆ 1670 A 1 特定 市外

土木 030001075 若築建設（株） 福岡支店 支店長 馬渡　俊裕 福岡市博多区博多駅東１－１３－９ 1662 A 1 特定 市外

土木 030000929 （株）不動テトラ 九州支店 執行役員支店長 佐藤　敬 福岡市博多区博多駅前４ー１－１ 1658 A 1 特定 市外

土木 030000800 日本国土開発（株） 九州支店 支店長 草野　康成 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1652 A 1 特定 市外

土木 030000891 （株）福田組 九州支店 執行役員支店長 湯上　聡 福岡市博多区博多駅南３－７－３５ 1652 A 1 特定 市外

土木 030000397 ショーボンド建設（株） 福岡営業所 福岡営業所長 原田　勝清 福岡市博多区比恵町９－２６ 1640 A 3 特定 市外

土木 040000519 広成建設（株） 九州支店 執行役員支店長 益田　敦久 福岡市博多区博多駅南１－１－１７ 1639 A 2 特定 市外

土木 030000467 （株）錢高組 九州支店 執行役員支店長 野間　栄喜 福岡市博多区店屋町２－１６ 1632 A 2 特定 市外

土木 030001108 オリエンタル白石（株） 九州支店 支店長 山崎　直人 福岡市中央区天神４－２－３１ 1626 A 1 特定 市外

土木 030000457 西武建設（株） 九州支店 支店長 前田　浩昭 福岡市博多区博多駅東２－５－２８ 1604 A 1 特定 市外

土木 020000564 大和ハウス工業（株） 福岡支社 支社長 民谷　秀人 福岡市博多区上牟田２－１１－２４ 1602 A 2 特定 市外

土木 030001973 （株）本間組 九州支店 執行役員支店長 前田　洋之 福岡市博多区博多駅東２－８－３ 1599 A 1 特定 市外

土木 030000165 川田建設（株） 九州支店 執行役員支店長 西村　修 福岡市博多区博多駅東２―５―１９ 1598 A 1 特定 市外

土木 030000249 エクシオグループ（株） 九州支店 執行役員九州支店長 渡辺　光政 福岡市南区玉川町７－８ 1577 A 3 特定 市外

土木 030000782 日本道路（株） 福岡営業所 所長 渡部　耕一 大野城市御笠川４－２－３ 1571 A 2 特定 市外

土木 030001006 村本建設（株） 九州支店 支店長 松井　淳 福岡市博多区中洲中島町２―３ 1562 A 2 特定 市外

土木 030001068 りんかい日産建設（株） 九州支店 支店長 鯵坂　親之 福岡市中央区赤坂１－１３－１０ 1558 A 2 特定 市外

土木 030000014 （株）淺沼組 九州支店 執行役員支店長 江崎　彰夫 福岡市博多区博多駅東３－１４－１ 1556 A 1 特定 市外

土木 030000992 みらい建設工業（株） 九州支店 執行役員支店長 野村　信二 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1552 A 1 特定 市外

土木 030000226 九鉄工業（株） 福岡支店 取締役支店長 瀬尾　啓治 福岡市博多区博多駅南６－３－１ 1544 A 1 特定 市外

土木 030000338 あおみ建設（株） 九州支店 執行役員支店長 長谷川　秀一 福岡市博多区博多駅前１－４－４ 1541 A 1 特定 市外

土木 020000957 松尾建設（株） 福岡支店 支店長 味志　聡 福岡市中央区薬院３－４－９ 1515 A 1 特定 市外
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土木 030001615 日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株） 九州支社 支社長 汐満　哲広 福岡市博多区店屋町５－１８ 1513 A 3 特定 市外

土木 030000765 日特建設（株） 九州支店 執行役員支店長 守谷　英明 福岡市博多区下川端町１－３ 1505 A 2 特定 市外

土木 030001096 東亜道路工業（株） 福岡営業所 所長 岩城　洋武 福岡市博多区西月隈６－３－２８ 1503 A 2 特定 市外

土木 030001056 ライト工業（株） 九州統括支店 執行役員支店長 石丸　孝幸 福岡市博多区堅粕１－２８－４４ 1493 A 2 特定 市外

土木 030000006 アイサワ工業（株） 九州支店 支店長 木寺　勝彦 福岡市中央区天神１－２－４ 1473 A 1 特定 市外

土木 040002524 （株）横河ブリッジ 福岡営業所 所長 高瀬　直弘 福岡市博多区博多駅東１－１７－２５ＫＤビル２Ｆ 1473 A 1 特定 市外

土木 030000251 極東興和（株） 福岡支店 支店長 國峯　久聡 福岡市博多区博多駅東２－１０－３５博多プライムイースト５Ｆ 1461 A 1 特定 市外

土木 040002421 （株）淺川組 九州営業所 所長 高木　良憲 北九州市小倉南区南方１－６－６ 1453 A 1 特定 市外

土木 030000665 徳倉建設（株） 九州支店 支店長 松熊　茂 福岡市博多区博多駅南１－８－３１ 1453 A 2 特定 市外

土木 030000784 （株）日本ピーエス 九州支店 執行役員支店長 用貝　洋 福岡市博多区博多駅南３―７―１０ 1450 A 1 特定 市外

土木 030001490 昭和コンクリート工業（株） 九州支店 支店長 茂田　勝 福岡市博多区博多駅南４－２－１０ 1448 A 1 特定 市外

土木 030000355 三軌建設（株） 代表取締役 松本　喜代孝 福岡市博多区東光寺町１ー１３ー５ 1442 A 1 特定 市外

土木 030000034 （株）安部日鋼工業 九州支店 取締役支店長 進藤　明彦 福岡市博多区博多駅東１－１２－６ 1431 A 1 特定 市外

土木 030001021 （株）森本組 九州支店 執行役員支店長 合志　和宏 福岡市博多区博多駅前２－１１－１６ 1427 A 1 特定 市外

土木 030000908 （株）富士ピー・エス 九州支店 上席執行役員支店長 油田　康生 福岡市中央区渡辺通２－４－８ 1426 A 1 特定 市外

土木 030000036 （株）新井組 九州支店 支店長 森田　一弘 福岡市博多区博多駅前３－１９－５　博多石川ビル７Ｆ 1391 A 1 特定 市外

土木 040001245 （株）ノバック 九州支店 支店長 田島　知実 福岡市中央区白金２－８－１２ 1391 A 1 特定 市外

土木 030000514 （株）竹中工務店 九州支店 支店長 藤本　博志 福岡市中央区天神４－２－２０ 1373 A 2 特定 市外

土木 030001000 コーアツ工業（株） 福岡支店 取締役支店長 胡摩窪　隆二 福岡市中央区赤坂１―１３―１０　赤坂有楽ビル 1367 A 1 特定 市外

土木 030000793 日本基礎技術（株） 九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘５－２８－６ 1358 A 3 特定 市外

土木 030000838 長谷川体育施設（株） 九州支店 支店長 浅沼　寿哉 福岡市中央区大手門２－１－３４ 1357 A 1 特定 市外

土木 030000635 東興ジオテック（株） 九州支店 執行役員支店長 辻　伸夫 福岡市博多区博多駅前１－１９－３ 1296 A 2 特定 市外

土木 030000087 梅林建設（株） 福岡支店 執行役員支店長 小田　尚生 福岡市中央区大名１－４－１ 1286 A 1 特定 市外

土木 030000172 （株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 1276 A 1 特定 市外
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土木 030000955 松井建設（株） 九州支店 執行役員支店長 北原　勝彦 福岡市博多区博多駅前３－１９－５ 1260 A 2 特定 市外

土木 040004005 日本高圧コンクリート（株） ＰＣ事業部九州営業所 所長 野口　隆之 福岡市博多区博多駅東１－１８－２５ 1255 A 1 特定 市外

土木 030000910 フジタ道路（株） 九州支店 支店長 田中　宏治 福岡市博多区下川端町１－１ 1245 A 2 特定 市外

土木 030000190 機動建設工業（株） 九州支店 支店長 北島　邦浩 福岡市博多区東那珂２－１４－２８ 1242 A 1 特定 市外

土木 040000802 日本体育施設（株） 九州営業所 所長 神倉　正法 福岡県福岡市南区大池１－２３－１５ 1229 A 1 特定 市外

土木 030000980 美津濃（株） 代表取締役社長 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 1221 A 1 特定 市外

土木 030001513 （株）サカヒラ 代表取締役 坂平　隆司 飯塚市潤野１１３３―６ 1220 A 2 特定 市外

土木 030000696 （株）中野建設 代表取締役 中野　武志 佐賀市水ケ江２－１１－２３ 1219 B 2 特定 市外

土木 030001506 岡本土木（株） 代表取締役 前田　英明 北九州市小倉北区貴船町９－１３ 1198 B 1 特定 市外

土木 040000865 西光建設（株） 代表取締役社長 高丘　利勝 福岡市東区馬出６－２－１８ 1193 B 1 特定 市外

土木 030000178 管清工業（株） 九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂５－３－１３ 1190 B 1 特定 市外

土木 030000444 アスミオ．（株） 代表取締役 吉岡　澄男 福岡市西区大字羽根戸１５９－４ 1187 B 1 特定 市外

土木 030001298 興亜建設工業（株） 大牟田支店 代表取締役大牟田支店 末吉　大吉 大牟田市日出町１ー４ー６ 1187 B 1 特定 市外

土木 030000460 西部電気工業（株） 代表取締役社長 熊本　敏彦 福岡市博多区博多駅東３－７－１ 1177 B 3 特定 市外

土木 030000131 奥アンツーカ（株） 西日本支店 支店長 高橋　裕樹 福岡県福岡市博多区板付６－３－２４ 1175 B 1 特定 市外

土木 020000336 （株）才田組 代表取締役 才田　善之 福岡市博多区光丘町１－２－３０ 1141 B 1 特定 市外

土木 040002517 積水アクアシステム（株） 代表取締役社長 植村　政孝 大阪市北区大淀中１－１－３０ 1137 B 3 特定 市外

土木 040000074 （株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸３－５０－２０ 1125 B 1 特定 市外

土木 040001076 （株）栗山建設 代表取締役 栗山　清規 鳥栖市立石町２０６６－２ 1122 B 1 特定 市外

土木 020000123 （株）大藪組 代表取締役社長 小川　海志郎 筑後市長浜２０４３ー１ 1111 B 2 特定 市外

土木 030001279 （株）サンコービルド 代表取締役 松川　伸太郎 福岡市博多区博多駅前１－３１－１７ 1107 B 2 特定 市外

土木 030000315 国土防災技術（株） 福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町１－２－３ 1101 B 2 特定 市外

土木 030000822 日本防蝕工業（株） 九州支店 支店長 當間　豊 福岡市中央区大宮１－４－３４ 1093 B 1 特定 市外

土木 040000047 （株）ＳＹＳＫＥＮ 福岡支社 支社長 宇野　浩道 福岡市博多区千代２－１５－１２ 1078 B 3 特定 市外

　　　4 / 60 ページ



建設工事有資格者名簿（市外） 令和4年6月1日 作成

業種 業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
総合
評点

ランク
希望
順位

特定/
一般

市内外
区分

土木 030000188 日本建設技術（株） 福岡支店 支店長 鶴留　亘一 福岡市中央区小笹５―２０―５ 1070 B 1 特定 市外

土木 040000968 （株）山九ロードエンジニアリング 代表取締役社長 前田　隆志 北九州市八幡西区築地町１０ 1065 B 1 特定 市外

土木 040000816 （株）久保工務店 福岡営業所 営業所長 鎌田　政治 福岡市博多区博多駅東２－５－２８　博多偕成ビル７０８ 1063 B 1 特定 市外

土木 040000238 瀧上工業（株） 福岡営業所 所長 手塚　信一 福岡市中央区赤坂１－１２－６ 1059 B 3 特定 市外

土木 030000536 大栄開発（株） 福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町９－１３山王日吉ビル１Ｆ 1054 B 3 特定 市外

土木 040000756 （株）塩月工業 代表取締役 塩月　啓司 春日市大土居２－１３３ 1051 B 1 特定 市外

土木 030000840 （株）羽野組 代表取締役 羽野　哲彦 福岡市中央区天神３－１１－２２ 1036 B 1 特定 市外

土木 030000046 飯田建設（株） 代表取締役 村山　雅秀 福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 1033 B 1 特定 市外

土木 040000565 松鶴建設（株） 代表取締役 中尾　栄二 福岡市博多区博多駅前１－５－１ 1028 B 1 特定 市外

土木 040005144 （株）河建 代表取締役 河野　秀敏 みやま市高田町濃施６３４ 1019 B 1 特定 市外

土木 030000611 （株）電業社機械製作所 九州支店 支店長 堤　雅嗣 福岡市博多区博多駅東２－１０－３５ 1017 B 3 特定 市外

土木 040000135 江上建設（株） 代表取締役 江上　義紀 大川市大字酒見４７４－９ 1015 B 1 特定 市外

土木 040000043 宮川建設（株） 代表取締役 宮川　土成 福岡市中央区那の津３－１５－３ 1015 B 1 特定 市外

土木 040002673 （株）江藤建設工業 福岡支店 支店長 益岡　拓史 福岡市博多区西春２－１－２ 1013 B 3 特定 市外

土木 030001431 岩崎建設（株） 代表取締役 岩崎　成敏 福岡市中央区西中洲１２－２５ 1011 B 2 特定 市外

土木 030001638 （株）テクアノーツ 福岡営業所 福岡営業所長 吉田　祐二郎 福岡市南区桧原７－１０－２５－４０５ 1010 B 2 特定 市外

土木 040002044 （株）平田組 代表取締役 平田　立身 朝倉市甘木２０４７－２ 1008 B 1 特定 市外

土木 040005125 新開建設（株） 代表取締役 新開　延孝 柳川市三橋町中山２７ 1007 B 1 特定 市外

土木 030000968 松山建設（株） 代表取締役 松山　孝義 福岡市中央区高砂２－２４－２３ 1005 B 1 特定 市外

土木 040000665 日本ジッコウ（株） 代表取締役 佐藤　武司 神戸市西区南別府１－１４－６ 1004 B 2 特定 市外

土木 040000253 （株）宝栄工業 代表取締役 古賀　勝広 柳川市上宮永町４１３ 1004 B 1 特定 市外

土木 040005122 野田建設（株） 代表取締役 野田　豊秋 佐賀市大和町大字川上５２４４‐１ 998 B 1 特定 市外

土木 040002039 （株）久保組 代表取締役 田中　トシヱ 朝倉市長渕７２５－１ 995 B 1 特定 市外

土木 020000599 堤工業（株） 代表取締役 堤　義治 柳川市下宮永町６２０ 992 B 1 特定 市外
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土木 020000465 瀬口舗道（株） 代表取締役 中原　秋義 みやま市瀬高町文廣１９４５－６２ 991 B 2 特定 市外

土木 030000423 （株）ＳＮＣ 代表取締役 二川　敏明 糟屋郡志免町大字志免９０ 989 B 1 特定 市外

土木 040002679 大和技建（株） 代表取締役 肱黒　秀樹 福岡市博多区上牟田２－１２－１ 986 B 1 特定 市外

土木 040002746 （株）稲富組 代表取締役 稲富　慎太郎 うきは市吉井町富永２０９５ 980 B 1 特定 市外

土木 040005272 林宗土木（株） 代表取締役 山田　芳彦 福岡市西区大字羽根戸４１１－４－１ 977 B 1 特定 市外

土木 040002368 （株）荻島組 代表取締役 荻島　造 柳川市隅町２８ 976 B 2 特定 市外

土木 040002708 九特興業（株） 代表取締役 新川　猛文 飯塚市潤野１１３３－６ 974 B 1 特定 市外

土木 040002611 やひめ建設（株） 代表取締役 大石　秀夫 八女市忠見２５５－１ 972 B 1 特定 市外

土木 030001820 コウフ・フィールド（株） 代表取締役 加治木　英隆 福岡市博多区東那珂２－１９－２５ 966 B 1 特定 市外

土木 040000060 福東（株） 代表取締役 兼安　又次郎 福岡市博多区博多駅南３－２０－２１ 965 B 1 特定 市外

土木 040002967 （株）エコ・テクノ 枚方支店 枚方支店長 高原　久 枚方市北山１－５４－５５ 961 B 1 特定 市外

土木 020000464 （株）瀬口組 代表取締役 瀬口　直紀 大牟田市大字草木字北の前２９３－１ 949 B 1 特定 市外

土木 040000382 （株）広建 代表取締役 野中　吉文 八女郡広川町大字長延８３２－２ 947 B 1 特定 市外

土木 040001292 のぼる技建（株） 代表取締役 竹下　啓悟 大牟田市萩尾町２－３４－１ 945 B 1 特定 市外

土木 040002747 （株）カミナガ 本社 取締役本社長 本田　陽一 福岡市博多区東比恵２－７－１３ 943 B 3 特定 市外

土木 030001453 （株）南組 代表取締役 南　由加里 小郡市松崎１６６－１ 942 B 1 特定 市外

土木 040002884 日本鉄塔工業（株） 福岡営業所 所長 酒田　辰也 福岡市中央区春吉１－７－１１ 941 B 3 特定 市外

土木 040000478 （株）イノウエハウジング 代表取締役 井上　正通 八女市津江４４－２ 938 B 2 特定 市外

土木 040002184 武藤建設（株） 代表取締役 高尾　憲幸 朝倉市牛木５７９－１ 919 B 1 特定 市外

土木 040005007 （株）上成 代表取締役 上村　信隆 朝倉市中３９－１ 916 B 1 特定 市外

土木 040000714 （株）テクノユース 代表取締役 脇山　一春 福岡市城南区鳥飼５－７－１ 916 B 1 特定 市外

土木 040002069 川原興業（株） 浮羽支店 浮羽支店長 秋月　敏幸 うきは市浮羽町山北１２９２ 911 B 1 特定 市外

土木 040002439 （株）梅崎工業 代表取締役 梅崎　義一 柳川市片原町２２－１ 910 B 2 特定 市外

土木 030000942 （株）北洋建設 代表取締役 脇山　章太 福岡市博多区板付４－６－３３ 906 B 2 特定 市外
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土木 030000422 新日本グラウト工業（株） 代表取締役 原田　軍治 福岡市南区清水１－１５－１８ 905 B 3 特定 市外

土木 020000143 （株）柿原組 代表取締役 吉永　泰憲 福岡市中央区薬院３－４－２１ 904 B 2 特定 市外

土木 040000609 （株）大平建工 代表取締役 大木　則男 大牟田市浜田町４－１０ 902 B 1 特定 市外

土木 040002006 （株）石橋組 代表取締役社長 石橋　健藏 八女市大字高塚２８１－１ 900 B 3 特定 市外

土木 040002833 （株）アーバンテック 代表取締役 縄田　秀則 福岡市博多区板付４－７－２８ 898 C 1 特定 市外

土木 040002427 九州洗罐工事（株） 代表取締役 中村　亮輔 柳川市西蒲池１１４２－２ 896 C 1 特定 市外

土木 030000595 九州建設（株） 代表取締役社長 郡司　哲夫 福岡市博多区博多駅南１－８－３１　九州ビル５Ｆ 889 C 2 特定 市外

土木 040000435 オオキタ建設（株） 代表取締役 北島　正道 八女市酒井田３１５－１ 886 C 2 特定 市外

土木 040002003 （有）平井産業 代表取締役 家永　幸政 うきは市吉井町新治９０３－１ 882 C 1 特定 市外

土木 040000809 （有）桑野組 代表取締役 桑野　秀幸 田川郡福智町金田６３２－４ 881 C 2 特定 市外

土木 040000104 （株）カブード 代表取締役 橋本　恒幸 福岡市早良区内野４－１４－８ 880 C 1 特定 市外

土木 040002632 亜細亜建設工業（株） 代表取締役 田中　丈夫 筑紫野市大字山家２０４５－８ 866 C 1 特定 市外

土木 040002552 池田建設（株） 代表取締役 中島　美代子 筑後市大字野町３１２ 855 C 1 特定 市外

土木 030000813 日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 855 C 3 特定 市外

土木 030000306 興和道路（株） 代表取締役 田中　隆臣 福岡市中央区平尾３－１６－１７ 852 C 2 特定 市外

土木 040000134 九州日植（株） 代表取締役 竹内　政典 福岡市南区大楠３－１２－２８ 850 C 2 特定 市外

土木 040005002 友信建設（株） 代表取締役 小倉　信一 飯塚市赤坂８７６ー４４ 847 C 2 特定 市外

土木 040000385 （株）熊丸組 代表取締役 熊丸　克巳 三潴郡大木町大字奥牟田８２７－６ 845 C 1 特定 市外

土木 040002544 （株）船越組 代表取締役 船越　文廣 粕屋郡新宮町大字湊３０１ 845 C 1 特定 市外

土木 040002411 （株）吉村組 代表取締役 吉村　敏 大川市大字坂井３０５－１ 842 C 1 特定 市外

土木 040002300 安達建設（株） 代表取締役 安達　輝史 筑後市熊野１２４０－３９ 839 C 1 特定 市外

土木 030000593 塚本商事機械（株） 九州支店 支店長 新田　裕 福岡市博多区博多駅南３－１－１ 837 C 2 一般 市外

土木 030000411 新技術工営（株） 代表取締役 上原　弘生 福岡市博多区板付４－７－２８ 829 C 2 特定 市外

土木 030000220 九州ニチレキ工事（株） 代表取締役 大住　晃 福岡市東区香椎浜ふ頭２－３－１７ 828 C 3 特定 市外
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土木 040002452 （株）浦設備工業 代表取締役 江上　久次 朝倉市大字三奈木４９５５－２ 819 C 3 特定 市外

土木 030001406 平井スポーツ建設（株） 代表取締役 平井　秀文 福岡市東区箱崎１－３５－７ 813 C 1 特定 市外

土木 040002909 コスモティエス（株） 代表取締役 古賀　昭彦 福岡市博多区西月隈６－４－５５ 811 C 1 特定 市外

土木 040000779 （株）ケイテック 福岡本店 本店長 市山　秀行 福岡市中央区赤坂１－１３ー１０　赤坂有楽ビル 809 C 1 特定 市外

土木 040002534 （株）宮原土木建設 代表取締役 宮原　清太 太宰府市大佐野３－１１－１８ 806 C 1 特定 市外

土木 040000953 木下緑化建設（株） 代表取締役社長 木下　浩市 福岡市南区長丘３－１３－２７ 804 C 2 一般 市外

土木 040002827 新善テック（株） 代表取締役 富松　正寛 朝倉郡筑前町安野９０ー２ 803 C 1 特定 市外

土木 030000981 溝江建設（株） 代表取締役 溝江　弘 福岡市中央区赤坂１－９－２０ 802 C 2 特定 市外

土木 040005149 （有）日栄工業 代表取締役 森　崇史 大牟田市大字四ヶ５１３ 800 C 1 一般 市外

土木 040002955 田代建設（株） 代表取締役 田代　洋己 直方市下新入字下中曽根６２７－１ 789 D 2 特定 市外

土木 040002995 平成建設（株） 代表取締役 金子　正行 八女市蒲原１３７２－３ 786 D 2 特定 市外

土木 040005284 ミクニ建設（株） 代表取締役 世良　雅彦 北九州市八幡西区楠橋南３－３－１３ 766 D 2 特定 市外

土木 040002986 （株）ファイブ 代表取締役 青　和彦 福岡市博多区千代１－１７－１ 761 D 2 特定 市外

土木 040002978 （株）ヒノ工業 代表取締役 眞津　富雄 福岡市早良区内野４－４８－５ 759 D 1 一般 市外

土木 040005240 （株）ジュントス 代表取締役 朝稲　啓太 福岡市博多区博多駅中央街７－２ 756 D 1 一般 市外

土木 030000284 （株）研進産業 代表取締役 高木　英範 福岡市博多区吉塚６－６－５９ 745 D 1 特定 市外

土木 040002774 大高建設（株） 代表取締役 大木　孝一郎 福岡市博多区上牟田１－２９－６ 740 D 2 特定 市外

土木 040005294 （株）未来図建設 代表取締役 菅原　正道 福岡市南区野間２ー７ー１ 737 D 2 特定 市外

土木 040000754 （株）エフ・テクノ 代表取締役 中村　公義 朝倉市大字牛木９００－１ 734 D 1 特定 市外

土木 040000110 佐和屋産業（株） 代表取締役 眞鍋　朋美 筑紫野市大字山家４０５５－１ 729 D 1 一般 市外

土木 030000673 （株）都市造園 代表取締役 都地　輝樹 福岡市中央区渡辺通５－４－３ 729 D 2 特定 市外

土木 040002068 （有）稲友建設 代表取締役 嶋村　賢児 田川郡川崎町大字池尻５－１ 715 D 2 一般 市外

土木 040005178 （株）三神建設 代表取締役 嶋村　聡浩 田川市大字位登７８９－２ 690 D 2 特定 市外

土木 030000839 （株）ハットリ 代表取締役 服部　伸児 福岡市博多区東那珂２－２－１１ 687 D 3 特定 市外
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土木 030002003 （株）西中洲樋口建設 代表取締役 樋口　征男 福岡市中央区西中洲１２－１３ 680 D 3 特定 市外

土木 030000684 （株）コムカット 代表取締役 河口　幸史 福岡市南区的場２－２１－１ 679 D 3 一般 市外

土木 040005001 サンヨウ（株） 代表取締役 平木　利治 福岡市南区玉川町４－３０ 671 D 3 一般 市外

土木 040000977 東海鋼管（株） 福岡営業所 所長 岡田　学 福岡市博多区博多駅南４－３－９アバンダント８６　３０４ 670 D 3 特定 市外

土木 030001559 ミカドコーポレーション（株） 代表取締役 田中　穣治 福岡市博多区金の隈２－１－５ 644 E 3 特定 市外

土木 040002873 （株）博栄建設 代表取締役 秋好　正成 福岡市博多区比恵町２－１博多エステートビル２０３ 632 E 3 一般 市外

土木 030000738 ニチハツ工業（株） 代表取締役 武藤　哲也 福岡市南区柳瀬２－１５－８ 602 E 3 特定 市外

土木 040005253 （株）創新 代表取締役 田中　亨 鳥栖市村田町８４０－５ 549 E 3 一般 市外

土木 040000400 （株）ＳＷＡＴ 代表取締役 塚田　修司 福岡市博多区住吉２－７－７ 540 E 3 一般 市外

土木 040005170 （株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城５－２１ー２１ 538 E 2 一般 市外

土木 040002841 遊景産業（株） 代表取締役 佐田　直樹 福岡市南区警弥郷１－１５－１０ 532 E 3 一般 市外

土木 040002690 （株）ハウツ 代表取締役 多賀谷　美音 三養基郡基山町小倉１６６７－４－２ 518 E 2 一般 市外

建築 030000490 大成建設（株） 九州支店 理事支店長 西河　誠 福岡市博多区住吉４－１ー２７ 2069 A 1 特定 市外

建築 030000147 鹿島建設（株） 九州支店 執行役員支店長 小森　浩之 福岡市博多区博多駅前３－１２－１０ 2051 A 1 特定 市外

建築 030000119 （株）大林組 九州支店 執行役員支店長 上田　哲夫 福岡市博多区下川端町９－１２ 2040 A 1 特定 市外

建築 030000394 清水建設（株） 九州支店 執行役員支店長 坂尾　彰信 福岡市中央区渡辺通３－６－１１ 2040 A 2 特定 市外

建築 030000675 戸田建設（株） 九州支店 執行役員支店長 畑中　靖博 福岡市中央区天神２－１３－７ 1995 A 1 特定 市外

建築 030000514 （株）竹中工務店 九州支店 支店長 藤本　博志 福岡市中央区天神４－２－２０ 1988 A 1 特定 市外

建築 030000950 前田建設工業（株） 九州支店 常務執行役員支店長 尾付野　誠 福岡市博多区博多駅東２－１４－１ 1984 A 1 特定 市外

建築 030000836 （株）安藤・間 九州支店 執行役員支店長 五所　久和 福岡市中央区大名１―８―１０ 1980 A 2 特定 市外

建築 020000564 大和ハウス工業（株） 福岡支社 支社長 民谷　秀人 福岡市博多区上牟田２－１１－２４ 1974 A 1 特定 市外

建築 030000733 西松建設（株） 九州支社 常務執行役員支店長 吉田　卓生 福岡市中央区薬院１－１４－５ 1954 A 2 特定 市外

建築 030000332 五洋建設（株） 九州支店 執行役員支店長 小倉　征巳 福岡市博多区博多駅東２ー７ー２７ 1950 A 1 特定 市外

建築 030000269 （株）熊谷組 九州支店 執行役員支店長 宮脇　悟 福岡市中央区渡辺通４ー１０ー１０ 1947 A 2 特定 市外
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建築 030000909 （株）フジタ 九州支店 支店長 安東　則好 福岡市博多区下川端町１－１ 1875 A 2 特定 市外

建築 030000562 大和リース（株） 福岡支社 支社長 谷本　政樹 福岡市中央区渡辺通４－１－３６ 1865 A 1 特定 市外

建築 030000988 三井住友建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 柴田　雅俊 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1852 A 1 特定 市外

建築 030000132 （株）奥村組 福岡支店 支店長 平野　正人 福岡市中央区薬院１―１３―８　九電不動産ビル５Ｆ 1846 A 2 特定 市外

建築 030000299 （株）鴻池組 九州支店 執行役員支店長 川端　陽一 福岡市中央区大名１－１４－４５ 1845 A 2 特定 市外

建築 030000625 東急建設（株） 九州支店 執行役員支店長 三嶋　昭 福岡市博多区祇園町２－１ 1810 A 2 特定 市外

建築 030000605 鉄建建設（株） 九州支店 執行役員支店長 重永　秀彦 福岡市中央区荒戸２－１－５ 1790 A 1 特定 市外

建築 030000891 （株）福田組 九州支店 執行役員支店長 湯上　聡 福岡市博多区博多駅南３－７－３５ 1784 A 2 特定 市外

建築 030000014 （株）淺沼組 九州支店 執行役員支店長 江崎　彰夫 福岡市博多区博多駅東３－１４－１ 1763 A 2 特定 市外

建築 030000467 （株）錢高組 九州支店 執行役員支店長 野間　栄喜 福岡市博多区店屋町２－１６ 1762 A 1 特定 市外

建築 030000344 佐藤工業（株） 九州支店 執行役員支店長 中村　豊彦 福岡市博多区千代１－１７－１ 1760 A 1 特定 市外

建築 030000800 日本国土開発（株） 九州支店 支店長 草野　康成 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1743 A 2 特定 市外

建築 040002863 日本建設（株） 福岡支店 執行役員支店長 野下　建 福岡市博多区博多駅前１－３１－１７　東宝福岡ビル９Ｆ 1723 A 1 特定 市外

建築 030000620 東亜建設工業（株） 九州支店 執行役員支店長 山下　新一 福岡市博多区博多駅前１－６－１６ 1719 A 2 特定 市外

建築 030000955 松井建設（株） 九州支店 執行役員支店長 北原　勝彦 福岡市博多区博多駅前３－１９－５ 1712 A 1 特定 市外

建築 030000695 （株）ナカノフドー建設 九州支社 執行役員支社長 三浦　利夫 福岡市博多区博多駅前３－１０－２４藤井ビル１Ｆ 1708 A 1 特定 市外

建築 030001006 村本建設（株） 九州支店 支店長 松井　淳 福岡市博多区中洲中島町２―３ 1706 A 1 特定 市外

建築 030000122 （株）大本組 九州支店 執行役員支店長 石井　俊明 福岡市中央区大名２－４－３０　西鉄赤坂ビル４Ｆ 1689 A 2 特定 市外

建築 020000957 松尾建設（株） 福岡支店 支店長 味志　聡 福岡市中央区薬院３－４－９ 1687 A 2 特定 市外

建築 030000327 青木あすなろ建設（株） 九州支店 支店長 大石　雅俊 福岡市博多区博多駅前１―１９―３ 1676 A 2 特定 市外

建築 030000678 飛島建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 曽我部　真也 福岡市中央区渡辺通５－１４－１２ 1670 A 1 特定 市外

建築 040005283 日鉄エンジニアリング（株） 九州支社 九州支社長 森　幸喜 福岡市博多区店屋町５－１８ 1667 A 2 特定 市外

建築 030000556 大日本土木（株） 九州支店 支店長 中山　努 福岡市中央区大手門２－１－３４ 1666 A 2 特定 市外

建築 030000457 西武建設（株） 九州支店 支店長 前田　浩昭 福岡市博多区博多駅東２－５－２８ 1664 A 2 特定 市外

　　　10 / 60 ページ



建設工事有資格者名簿（市外） 令和4年6月1日 作成

業種 業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
総合
評点

ランク
希望
順位

特定/
一般

市内外
区分

建築 030000557 大豊建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 田中　浩一 福岡市博多区博多駅南５－２４－１６ 1657 A 1 特定 市外

建築 030000651 東洋建設（株） 九州支店 執行役員支店長 鷹嶋　俊之 福岡市博多区上川端町１３－１５　安田第７ビル８Ｆ 1643 A 2 特定 市外

建築 030000548 大末建設（株） 九州支店 支店長 内野　孝一 福岡市博多区博多駅南１－３－６ 1629 A 1 特定 市外

建築 030000877 （株）ピーエス三菱 九州支店 支店長 横山　順一 福岡市中央区長浜２－４－１（東芝福岡ビル） 1625 A 2 特定 市外

建築 030000965 （株）松村組 九州支店 支店長 神牧　真三 福岡市博多区綱場町８－３１ 1617 A 1 特定 市外

建築 030001973 （株）本間組 九州支店 執行役員支店長 前田　洋之 福岡市博多区博多駅東２－８－３ 1534 A 2 特定 市外

建築 030001068 りんかい日産建設（株） 九州支店 支店長 鯵坂　親之 福岡市中央区赤坂１－１３－１０ 1524 A 1 特定 市外

建築 040002421 （株）淺川組 九州営業所 所長 高木　良憲 北九州市小倉南区南方１－６－６ 1518 A 2 特定 市外

建築 040000519 広成建設（株） 九州支店 執行役員支店長 益田　敦久 福岡市博多区博多駅南１－１－１７ 1507 A 1 特定 市外

建築 030001075 若築建設（株） 福岡支店 支店長 馬渡　俊裕 福岡市博多区博多駅東１－１３－９ 1499 A 2 特定 市外

建築 030000665 徳倉建設（株） 九州支店 支店長 松熊　茂 福岡市博多区博多駅南１－８－３１ 1480 A 1 特定 市外

建築 030001560 日成ビルド工業（株） 福岡支店 支店長 古田　和宏 福岡市博多区博多駅前３－２２－８ 1476 A 1 特定 市外

建築 030000226 九鉄工業（株） 福岡支店 取締役支店長 瀬尾　啓治 福岡市博多区博多駅南６－３－１ 1466 A 2 特定 市外

建築 040005166 （株）内藤ハウス 福岡営業所 所長 丸山　勝彦 福岡市博多区博多駅東２－１８－３０博多八重洲ビル４０２ 1437 A 1 特定 市外

建築 030000006 アイサワ工業（株） 九州支店 支店長 木寺　勝彦 福岡市中央区天神１－２－４ 1417 A 2 特定 市外

建築 040001245 （株）ノバック 九州支店 支店長 田島　知実 福岡市中央区白金２－８－１２ 1406 A 2 特定 市外

建築 030000036 （株）新井組 九州支店 支店長 森田　一弘 福岡市博多区博多駅前３－１９－５　博多石川ビル７Ｆ 1400 A 2 特定 市外

建築 030001021 （株）森本組 九州支店 執行役員支店長 合志　和宏 福岡市博多区博多駅前２－１１－１６ 1391 A 2 特定 市外

建築 030000334 （株）佐伯建設 福岡支社 支社長 櫛野　周史 福岡市中央区天神３－１２－１９ 1386 A 1 特定 市外

建築 030000942 （株）北洋建設 代表取締役 脇山　章太 福岡市博多区板付４－６－３３ 1374 A 1 特定 市外

建築 030001847 （株）乃村工藝社 代表取締役　社長執行役員 榎本　修次 港区台場２－３－４ 1358 A 2 特定 市外

建築 030000107 大木建設（株） 九州支店 支店長 松尾　宗 福岡市博多区綱場町６－９ 1343 A 1 特定 市外

建築 030001311 照栄建設（株） 代表取締役 冨永　一幹 福岡市南区向新町２－５－１６ 1321 A 1 特定 市外

建築 030000087 梅林建設（株） 福岡支店 執行役員支店長 小田　尚生 福岡市中央区大名１－４－１ 1313 A 2 特定 市外
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建築 030001493 （株）コンステック 福岡支店 支店長 森野　勤 福岡市博多区博多駅前１－２１－２８　いちご博多駅前スクエア７階 1312 A 1 特定 市外

建築 030000328 （株）システムハウスアールアンドシー 九州支店 支店長 青木　隆典 福岡市博多区下呉服町１－１－４Ｆ 1312 A 1 特定 市外

建築 030001279 （株）サンコービルド 代表取締役 松川　伸太郎 福岡市博多区博多駅前１－３１－１７ 1311 A 1 特定 市外

建築 030000696 （株）中野建設 代表取締役 中野　武志 佐賀市水ケ江２－１１－２３ 1274 A 1 特定 市外

建築 030001479 日東工営（株） 九州支店 取締役支店長 澤近　広司 福岡市博多区店屋町１－３５ 1264 A 1 特定 市外

建築 030000595 九州建設（株） 代表取締役社長 郡司　哲夫 福岡市博多区博多駅南１－８－３１　九州ビル５Ｆ 1263 A 1 特定 市外

建築 040005029 （株）川口建設 代表取締役 川口　博史 北九州市小倉北区堺町１－９－６　コンプレート堺町６Ｆ 1261 A 1 特定 市外

建築 030001564 東海リース（株） 福岡支店 支店長 吉田　忠司 福岡市博多区東比恵３－４－２ 1257 A 1 特定 市外

建築 040000049 郡リース（株） 福岡支店 支店長 畝尾　和俊 福岡市博多区住吉３－１－１ 1246 A 1 特定 市外

建築 030000516 （株）竹中土木 九州支店 執行役員支店長 山田　敏昭 福岡市中央区天神４－２－２０ 1235 A 2 特定 市外

建築 040002911 森田建設（株） 代表取締役社長 大山　繁久 宇佐市大字長洲５５４－５ 1227 A 1 特定 市外

建築 040005185 （株）安成工務店 代表取締役 安成　信次 下関市綾羅木新町３－７－１ 1218 B 1 特定 市外

建築 040002024 （株）旭工務店 代表取締役 吉弘　真二 福岡市博多区博多駅南５ー１０ー１３ 1209 B 1 特定 市外

建築 040002726 （株）前田産業 代表取締役 木村　洋一郎 熊本市南区野田３－１３－１ 1208 B 2 特定 市外

建築 030000981 溝江建設（株） 代表取締役 溝江　弘 福岡市中央区赤坂１－９－２０ 1207 B 1 特定 市外

建築 030001513 （株）サカヒラ 代表取締役 坂平　隆司 飯塚市潤野１１３３―６ 1196 B 1 特定 市外

建築 040005294 （株）未来図建設 代表取締役 菅原　正道 福岡市南区野間２ー７ー１ 1194 B 1 特定 市外

建築 030000355 三軌建設（株） 代表取締役 松本　喜代孝 福岡市博多区東光寺町１ー１３ー５ 1189 B 2 特定 市外

建築 040005201 （株）ＬＩＸＩＬトータルサービス 九州支店 支店長 齊藤　恭二 福岡市博多区半道橋２－１５－１０ 1188 C 2 特定 市外

建築 040002811 （株）内藤工務店 代表取締役 青池　美和 福岡市中央区港２－５－８ 1186 B 1 特定 市外

建築 020000123 （株）大藪組 代表取締役社長 小川　海志郎 筑後市長浜２０４３ー１ 1169 B 1 特定 市外

建築 030001961 西鉄建設（株） 代表取締役 宮崎　裕二 福岡市中央区大手門２－１－１０ 1151 B 1 特定 市外

建築 030000444 アスミオ．（株） 代表取締役 吉岡　澄男 福岡市西区大字羽根戸１５９－４ 1141 B 2 特定 市外

建築 040002774 大高建設（株） 代表取締役 大木　孝一郎 福岡市博多区上牟田１－２９－６ 1141 B 1 特定 市外
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建築 040001076 （株）栗山建設 代表取締役 栗山　清規 鳥栖市立石町２０６６－２ 1115 B 2 特定 市外

建築 040002829 和久田建設（株） 代表取締役 和久田　数臣 八代市迎町２－９－１０ 1115 B 1 特定 市外

建築 040005266 有澤建設（株） 代表取締役 木下　英資 福岡市博多区博多駅南４－４－１２ 1108 B 1 特定 市外

建築 040000277 オリエントハウス（株） 福岡支店 支店長 福田　克己 福岡市南区弥永２ー８－１０ 1083 B 1 特定 市外

建築 040005232 五光建設（株） 代表取締役 本永　勉 武雄市武雄町昭和３３５ 1079 B 1 特定 市外

建築 030001431 岩崎建設（株） 代表取締役 岩崎　成敏 福岡市中央区西中洲１２－２５ 1067 B 1 特定 市外

建築 020000143 （株）柿原組 代表取締役 吉永　泰憲 福岡市中央区薬院３－４－２１ 1047 B 1 特定 市外

建築 040002849 （株）吉川工務店 代表取締役 進　研一 福岡市中央区大手門３－８－２２ 1041 B 1 特定 市外

建築 040002955 田代建設（株） 代表取締役 田代　洋己 直方市下新入字下中曽根６２７－１ 1036 B 1 特定 市外

建築 040000478 （株）イノウエハウジング 代表取締役 井上　正通 八女市津江４４－２ 1025 B 1 特定 市外

建築 040002673 （株）江藤建設工業 福岡支店 支店長 益岡　拓史 福岡市博多区西春２－１－２ 1025 B 1 特定 市外

建築 040005224 （株）赤尾組 代表取締役 赤尾　嘉則 飯塚市新飯塚１９－２６ 1019 B 1 特定 市外

建築 040000129 香椎建設（株） 代表取締役 城戸　崇吉 福岡市東区千早２－３－３７ 1016 B 1 特定 市外

建築 040005008 立花鉄工建設（株） 代表取締役 平島　輝昭 八女市納楚６９７－１ 1011 B 1 特定 市外

建築 040005235 （株）九鉄ビルト 福岡支店 福岡支店長 中村　実 福岡市博多区博多駅南６ー３ー１ 1010 B 1 特定 市外

建築 040005258 占部建設（株） 代表取締役 占部　歓久 福岡市博多区石城町１２―５ 1009 B 1 特定 市外

建築 030002003 （株）西中洲樋口建設 代表取締役 樋口　征男 福岡市中央区西中洲１２－１３ 1008 B 1 特定 市外

建築 030000153 （株）かねぜん建設 代表取締役 古賀　雅臣 大川市大字一木４３９－８ 1007 B 1 特定 市外

建築 030000968 松山建設（株） 代表取締役 松山　孝義 福岡市中央区高砂２－２４－２３ 999 B 2 特定 市外

建築 020000464 （株）瀬口組 代表取締役 瀬口　直紀 大牟田市大字草木字北の前２９３－１ 998 B 2 特定 市外

建築 040002708 九特興業（株） 代表取締役 新川　猛文 飯塚市潤野１１３３－６ 986 B 2 特定 市外

建築 040005020 未来建設（株） 代表取締役社長 田中　彰弘 筑後市大字西牟田５９０３－８ 977 B 1 特定 市外

建築 040005259 山口産業（株） 代表取締役 山口　篤樹 多久市多久町３５５５－１２０ 967 B 1 特定 市外

建築 040000253 （株）宝栄工業 代表取締役 古賀　勝広 柳川市上宮永町４１３ 964 B 2 特定 市外

　　　13 / 60 ページ



建設工事有資格者名簿（市外） 令和4年6月1日 作成

業種 業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
総合
評点

ランク
希望
順位

特定/
一般

市内外
区分

建築 040002368 （株）荻島組 代表取締役 荻島　造 柳川市隅町２８ 959 B 1 特定 市外

建築 020000114 大坪建設（株） 代表取締役 大坪　達史 八女市蒲原１３６３ 958 B 1 特定 市外

建築 040005221 （株）九電工ホーム 代表取締役社長 高田　勝則 福岡市中央区高砂２－１０－１ 957 B 1 特定 市外

建築 040002611 やひめ建設（株） 代表取締役 大石　秀夫 八女市忠見２５５－１ 955 B 2 特定 市外

建築 040002006 （株）石橋組 代表取締役社長 石橋　健藏 八女市大字高塚２８１－１ 950 B 1 特定 市外

建築 040005181 大和興業（株） 代表取締役 梅尾　裕一 飯塚市柳橋５５ 948 B 1 特定 市外

建築 030001362 セイワパーク（株） 代表取締役 清家　政彦 福岡市博多区東比恵２－１－３ 945 B 1 特定 市外

建築 040002907 匠建設（株） 代表取締役 江藤　正幸 福岡市博多区西春町２－１－２ 944 B 1 特定 市外

建築 040000565 松鶴建設（株） 代表取締役 中尾　栄二 福岡市博多区博多駅前１－５－１ 936 B 2 特定 市外

建築 040000809 （有）桑野組 代表取締役 桑野　秀幸 田川郡福智町金田６３２－４ 934 B 1 特定 市外

建築 040002892 三洲建設（株） 代表取締役 冨安　正年 筑後市大字蔵数５７５－１ 933 B 1 特定 市外

建築 040000043 宮川建設（株） 代表取締役 宮川　土成 福岡市中央区那の津３－１５－３ 928 B 2 特定 市外

建築 040005229 （株）ＴＡＩＨＥＩ 代表取締役 窄口　明弘 福岡市早良区百道１－１－１ＵＭＩＢＥビル２Ｆ 923 B 1 特定 市外

建築 040005279 東洋建工（株） 代表取締役 河村　普剛 福岡市南区野多目２－３－２１ 920 B 2 特定 市外

建築 030001260 （株）福岡九州クボタ 代表取締役 池浦　貞彦 福岡市南区野間１－１１－３６ 915 C 1 一般 市外

建築 040000074 （株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸３－５０－２０ 912 B 2 特定 市外

建築 040002873 （株）博栄建設 代表取締役 秋好　正成 福岡市博多区比恵町２－１博多エステートビル２０３ 909 B 1 特定 市外

建築 040005002 友信建設（株） 代表取締役 小倉　信一 飯塚市赤坂８７６ー４４ 896 B 1 特定 市外

建築 040000435 オオキタ建設（株） 代表取締役 北島　正道 八女市酒井田３１５－１ 890 B 1 特定 市外

建築 040002764 （株）広田建創 代表取締役 廣田　郁人 筑紫野市武蔵３－２－２６ 886 B 1 特定 市外

建築 030000046 飯田建設（株） 代表取締役 村山　雅秀 福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 879 B 2 特定 市外

建築 040000880 筑水建設（株） 代表取締役 包行　二郎 うきは市吉井町富永１６１０－１ 879 B 1 特定 市外

建築 040000460 山崎建設（株） 代表取締役社長 工藤　雄二 うきは市吉井町８４５－１ 872 B 1 特定 市外

建築 040002608 豊建設工業（株） 代表取締役社長 梶原　雄一 中津市是則１３０６ 863 B 1 特定 市外
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建築 040002782 （株）トータルメディア開発研究所 代表取締役 山村　健一郎 千代田区紀尾井町３－２３ 862 B 2 特定 市外

建築 030001978 （株）井口工務店 代表取締役 吉田　良子 福岡市城南区堤１－１３－４３ 856 B 1 特定 市外

建築 040000656 大栄産業（株） 代表取締役 船原　順二 田川市大字奈良１５８７－４ 846 B 1 特定 市外

建築 040002302 牛島電機工業（株） 代表取締役 牛島　弘人 八女市本村４２５ー８５ 842 B 3 特定 市外

建築 040002896 （株）シティハウス 代表取締役 田中　義輝 八女郡広川町大字日吉８０５ 839 C 1 特定 市外

建築 040002181 （株）小嶋建設 代表取締役 小嶋　秀来 朝倉市一木１４３ 832 C 1 特定 市外

建築 040005144 （株）河建 代表取締役 河野　秀敏 みやま市高田町濃施６３４ 828 C 2 特定 市外

建築 030001146 （株）オーツボ 代表取締役 大坪　とも子 柳川市大和町徳益７１１－２ 820 C 2 特定 市外

建築 040002300 安達建設（株） 代表取締役 安達　輝史 筑後市熊野１２４０－３９ 808 C 2 特定 市外

建築 030000840 （株）羽野組 代表取締役 羽野　哲彦 福岡市中央区天神３－１１－２２ 805 C 2 特定 市外

建築 040002995 平成建設（株） 代表取締役 金子　正行 八女市蒲原１３７２－３ 803 C 1 特定 市外

建築 040000385 （株）熊丸組 代表取締役 熊丸　克巳 三潴郡大木町大字奥牟田８２７－６ 801 C 2 特定 市外

建築 040000609 （株）大平建工 代表取締役 大木　則男 大牟田市浜田町４－１０ 788 C 2 特定 市外

建築 040005023 （株）岡工務店 代表取締役 岡　照久 柳川市本町６８－９ 784 C 3 一般 市外

建築 030001972 清興建設（株） 代表取締役 原田　信一 福岡市南区桧原７－４０－５ 784 C 1 特定 市外

建築 040002681 日本コムテック（株） 東京支店 支配人 関山　学 千代田区内神田２－１２－１２北川ビル 741 C 1 一般 市外

建築 040002756 ホシザキ北九（株） 代表取締役 原　幹弘 福岡市博多区博多駅南３－１８－９ 730 D 2 一般 市外

建築 040002952 （株）九和九創 代表取締役 檜原　卓夫 福岡市博多区那珂１－４６－１９ 691 D 1 特定 市外

建築 040005260 （株）アーヴェルクリエイト 代表取締役 川原　司 福岡市早良区原３－１８－４０ 526 E 3 一般 市外

左官 030001493 （株）コンステック 福岡支店 支店長 森野　勤 福岡市博多区博多駅前１－２１－２８　いちご博多駅前スクエア７階 1110  2 特定 市外

とび 030001056 ライト工業（株） 九州統括支店 執行役員支店長 石丸　孝幸 福岡市博多区堅粕１－２８－４４ 1804  1 特定 市外

とび 030000765 日特建設（株） 九州支店 執行役員支店長 守谷　英明 福岡市博多区下川端町１－３ 1732  1 特定 市外

とび 030000397 ショーボンド建設（株） 福岡営業所 福岡営業所長 原田　勝清 福岡市博多区比恵町９－２６ 1621  2 特定 市外

とび 030000793 日本基礎技術（株） 九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘５－２８－６ 1458  1 特定 市外
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とび 030000635 東興ジオテック（株） 九州支店 執行役員支店長 辻　伸夫 福岡市博多区博多駅前１－１９－３ 1450  1 特定 市外

とび 040000519 広成建設（株） 九州支店 執行役員支店長 益田　敦久 福岡市博多区博多駅南１－１－１７ 1322  3 特定 市外

とび 030001490 昭和コンクリート工業（株） 九州支店 支店長 茂田　勝 福岡市博多区博多駅南４－２－１０ 1311  3 特定 市外

とび 040002524 （株）横河ブリッジ 福岡営業所 所長 高瀬　直弘 福岡市博多区博多駅東１－１７－２５ＫＤビル２Ｆ 1280  3 特定 市外

とび 030001000 コーアツ工業（株） 福岡支店 取締役支店長 胡摩窪　隆二 福岡市中央区赤坂１―１３―１０　赤坂有楽ビル 1254  2 特定 市外

とび 030001493 （株）コンステック 福岡支店 支店長 森野　勤 福岡市博多区博多駅前１－２１－２８　いちご博多駅前スクエア７階 1191  3 特定 市外

とび 030000178 管清工業（株） 九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂５－３－１３ 1188  3 特定 市外

とび 030000908 （株）富士ピー・エス 九州支店 上席執行役員支店長 油田　康生 福岡市中央区渡辺通２－４－８ 1167  3 特定 市外

とび 030000315 国土防災技術（株） 福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町１－２－３ 1157  1 特定 市外

とび 040005293 九州セキスイ商事インフラテック（株） 福岡支店 福岡支店長 吉岡　　栄一 福岡市博多区大博町１－２ 1156  1 特定 市外

とび 030000838 長谷川体育施設（株） 九州支店 支店長 浅沼　寿哉 福岡市中央区大手門２－１－３４ 1148  3 特定 市外

とび 030000422 新日本グラウト工業（株） 代表取締役 原田　軍治 福岡市南区清水１－１５－１８ 1138  1 特定 市外

とび 040002930 コトブキシーティング（株） 九州支店 支店長 主藤　徹郎 福岡市博多区下川端町１－１明治通りビジネスセンター本館７Ｆ 1134  1 一般 市外

とび 040000026 今別府産業（株） 福岡支店 支店長 村吉　裕樹 福岡市博多区井相田３－２５－１ 1129  1 特定 市外

とび 030000821 （株）ニチボー 代表取締役 藤井　浩三 福岡市博多区板付４－７－２８ 1122  1 特定 市外

とび 030000536 大栄開発（株） 福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町９－１３山王日吉ビル１Ｆ 1096  1 特定 市外

とび 040002726 （株）前田産業 代表取締役 木村　洋一郎 熊本市南区野田３－１３－１ 1085  3 特定 市外

とび 030000188 日本建設技術（株） 福岡支店 支店長 鶴留　亘一 福岡市中央区小笹５―２０―５ 1084  2 特定 市外

とび 030000165 川田建設（株） 九州支店 執行役員支店長 西村　修 福岡市博多区博多駅東２―５―１９ 1082  3 特定 市外

とび 040002884 日本鉄塔工業（株） 福岡営業所 所長 酒田　辰也 福岡市中央区春吉１－７－１１ 1069  2 特定 市外

とび 030000813 日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 1041  1 特定 市外

とび 030000411 新技術工営（株） 代表取締役 上原　弘生 福岡市博多区板付４－７－２８ 1031  1 特定 市外

とび 030000251 極東興和（株） 福岡支店 支店長 國峯　久聡 福岡市博多区博多駅東２－１０－３５博多プライムイースト５Ｆ 1026  3 特定 市外

とび 040000134 九州日植（株） 代表取締役 竹内　政典 福岡市南区大楠３－１２－２８ 1022  1 特定 市外
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とび 030000593 塚本商事機械（株） 九州支店 支店長 新田　裕 福岡市博多区博多駅南３－１－１ 1019  1 一般 市外

とび 030000423 （株）ＳＮＣ 代表取締役 二川　敏明 糟屋郡志免町大字志免９０ 1016  2 特定 市外

とび 040002747 （株）カミナガ 本社 取締役本社長 本田　陽一 福岡市博多区東比恵２－７－１３ 1015  1 特定 市外

とび 030001999 （株）コトブキ 九州支店 支店長 坂根　正昭 福岡市中央区赤坂１－１－５　鶴田けやきビル６Ｆ 993  1 一般 市外

とび 040005025 矢木コーポレーション（株） 代表取締役 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 984  3 特定 市外

とび 030000224 （株）九州緑化産業 代表取締役 坪井　真二 福岡市東区下原４－１６－３６ 977  2 特定 市外

とび 030001559 ミカドコーポレーション（株） 代表取締役 田中　穣治 福岡市博多区金の隈２－１－５ 977  1 特定 市外

とび 030000784 （株）日本ピーエス 九州支店 執行役員支店長 用貝　洋 福岡市博多区博多駅南３―７―１０ 966  2 特定 市外

とび 040002917 内田工業（株） 代表取締役 内田　裕郎 名古屋市中川区好本町３－６７ 965  2 一般 市外

とび 040002673 （株）江藤建設工業 福岡支店 支店長 益岡　拓史 福岡市博多区西春２－１－２ 960  2 特定 市外

とび 040000578 （株）緑研産業 代表取締役 坂井　治 福岡市東区多の津３－１４－１２ 940  1 特定 市外

とび 040000968 （株）山九ロードエンジニアリング 代表取締役社長 前田　隆志 北九州市八幡西区築地町１０ 930  3 特定 市外

とび 040002821 タカオ（株） 代表取締役 高尾　典秀 福山市御幸町中津原１７８７－１ 929  2 一般 市外

とび 040000816 （株）久保工務店 福岡営業所 営業所長 鎌田　政治 福岡市博多区博多駅東２－５－２８　博多偕成ビル７０８ 927  3 特定 市外

とび 040000238 瀧上工業（株） 福岡営業所 所長 手塚　信一 福岡市中央区赤坂１－１２－６ 922  2 特定 市外

とび 040002890 大久保体器（株） 代表取締役 安田　透 岡山市東区鉄４０９ 912  1 特定 市外

とび 030000595 九州建設（株） 代表取締役社長 郡司　哲夫 福岡市博多区博多駅南１－８－３１　九州ビル５Ｆ 907  3 特定 市外

とび 030001298 興亜建設工業（株） 大牟田支店 代表取締役大牟田支店 末吉　大吉 大牟田市日出町１ー４ー６ 890  3 特定 市外

とび 030000738 ニチハツ工業（株） 代表取締役 武藤　哲也 福岡市南区柳瀬２－１５－８ 889  1 特定 市外

とび 040005284 ミクニ建設（株） 代表取締役 世良　雅彦 北九州市八幡西区楠橋南３－３－１３ 887  1 特定 市外

とび 040002957 （株）九州標識 代表取締役 大塚　広貴 飯塚市伊川２９４ 885  1 特定 市外

とび 040002827 新善テック（株） 代表取締役 富松　正寛 朝倉郡筑前町安野９０ー２ 881  2 特定 市外

とび 040005122 野田建設（株） 代表取締役 野田　豊秋 佐賀市大和町大字川上５２４４‐１ 879  2 特定 市外

とび 040005221 （株）九電工ホーム 代表取締役社長 高田　勝則 福岡市中央区高砂２－１０－１ 868  3 特定 市外
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とび 040000779 （株）ケイテック 福岡本店 本店長 市山　秀行 福岡市中央区赤坂１－１３ー１０　赤坂有楽ビル 864  2 特定 市外

とび 030000303 高奉産業（株） 代表取締役 信國　悦郎 福岡市東区土井２－２－２８ 856  1 一般 市外

とび 040002685 安藤工事（株） 代表取締役 永堀　直宏 福岡市南区清水２－９－６ 854  3 特定 市外

とび 040002068 （有）稲友建設 代表取締役 嶋村　賢児 田川郡川崎町大字池尻５－１ 826  1 一般 市外

とび 040005178 （株）三神建設 代表取締役 嶋村　聡浩 田川市大字位登７８９－２ 823  1 特定 市外

とび 040000445 （株）サイト 代表取締役 田代　尚道 筑紫野市大字山口１９２９－７ 821  2 一般 市外

とび 030000206 九州興建（株） 代表取締役 柴田　冨美子 福岡市西区拾六町３－８－１０ 819  1 一般 市外

とび 040005155 ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 武蔵村山市伊奈平１－７０－２ 811  1 一般 市外

とび 040000253 （株）宝栄工業 代表取締役 古賀　勝広 柳川市上宮永町４１３ 807  3 特定 市外

とび 040002757 （株）西嶋金網製作所 代表取締役 西嶋　博 福岡市中央区荒戸３－１－２ 806  1 一般 市外

とび 040000135 江上建設（株） 代表取締役 江上　義紀 大川市大字酒見４７４－９ 801  3 特定 市外

とび 040002069 川原興業（株） 浮羽支店 浮羽支店長 秋月　敏幸 うきは市浮羽町山北１２９２ 801  2 特定 市外

とび 030001565 太陽工業（株） 代表取締役 岩谷　直子 福岡市南区弥永２－９－１８ 800  1 一般 市外

とび 030000684 （株）コムカット 代表取締役 河口　幸史 福岡市南区的場２－２１－１ 796  1 一般 市外

とび 040002746 （株）稲富組 代表取締役 稲富　慎太郎 うきは市吉井町富永２０９５ 790  2 特定 市外

とび 030000220 九州ニチレキ工事（株） 代表取締役 大住　晃 福岡市東区香椎浜ふ頭２－３－１７ 779  2 特定 市外

とび 020000599 堤工業（株） 代表取締役 堤　義治 柳川市下宮永町６２０ 772  2 特定 市外

とび 040002061 （有）筑栄産業 代表取締役 田中　憲一 春日市ちくし台４－４９ 761  1 一般 市外

とび 030001820 コウフ・フィールド（株） 代表取締役 加治木　英隆 福岡市博多区東那珂２－１９－２５ 760  3 特定 市外

とび 040005125 新開建設（株） 代表取締役 新開　延孝 柳川市三橋町中山２７ 754  2 特定 市外

とび 040005273 （株）アプロテック 代表取締役 立石　光男 八女市蒲原２０５５－１ 750  3 一般 市外

とび 040005198 ＮＣＤエスト（株） 代表取締役 上田　晋太郎 福岡市博多区博多駅南６－６－９ 749  1 一般 市外

とび 040002039 （株）久保組 代表取締役 田中　トシヱ 朝倉市長渕７２５－１ 732  3 特定 市外

とび 040000043 宮川建設（株） 代表取締役 宮川　土成 福岡市中央区那の津３－１５－３ 727  3 特定 市外
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とび 040001292 のぼる技建（株） 代表取締役 竹下　啓悟 大牟田市萩尾町２－３４－１ 719  3 特定 市外

とび 040005299 （株）Ｋ．Ｈ．Ｋ 代表取締役 岸川　敬太 飯塚市平恒６０４－１ 714  1 一般 市外

とび 030000083 内山体育施設（株） 代表取締役 原口　透 福岡市博多区博多駅南４－１７－１ 695  2 一般 市外

とび 040005240 （株）ジュントス 代表取締役 朝稲　啓太 福岡市博多区博多駅中央街７－２ 690  2 一般 市外

とび 040005001 サンヨウ（株） 代表取締役 平木　利治 福岡市南区玉川町４－３０ 680  2 一般 市外

とび 040005002 友信建設（株） 代表取締役 小倉　信一 飯塚市赤坂８７６ー４４ 675  3 特定 市外

とび 030001362 セイワパーク（株） 代表取締役 清家　政彦 福岡市博多区東比恵２－１－３ 659  2 特定 市外

とび 040002632 亜細亜建設工業（株） 代表取締役 田中　丈夫 筑紫野市大字山家２０４５－８ 646  2 特定 市外

とび 040005134 光栄産業（株） 代表取締役 岩田　博之 福岡市南区曰佐３－３８－１５－１０７ 644  1 一般 市外

とび 040004003 高宮鐵工（株） 代表取締役 高原　武彦 直方市知古１－６－１４ 641  3 一般 市外

とび 040000400 （株）ＳＷＡＴ 代表取締役 塚田　修司 福岡市博多区住吉２－７－７ 596  2 一般 市外

とび 040002534 （株）宮原土木建設 代表取締役 宮原　清太 太宰府市大佐野３－１１－１８ 578  2 特定 市外

とび 040000984 （株）九州体育施設 福岡営業所 福岡支店長 坂本　浩 福岡市博多区対馬小路１－１－３Ｆ 548  3 一般 市外

とび 040005275 森泰商店（株） 代表取締役 森安　泰久 筑後市大字井田６２６－２ 546  1 一般 市外

とび 040002841 遊景産業（株） 代表取締役 佐田　直樹 福岡市南区警弥郷１－１５－１０ 532  2 一般 市外

とび 040002485 （有）昌栄 代表取締役 高山　猛 柳川市大和町栄２２８－１ 514  2 一般 市外

とび 040005170 （株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城５－２１ー２１ 460  3 一般 市外

石 015080824 （株）西見石材工業 代表取締役 西見　大 うきは市吉井町富永７４８－１ 598  1 一般 市外

屋根 040005259 山口産業（株） 代表取締役 山口　篤樹 多久市多久町３５５５－１２０ 884  3 特定 市外

屋根 040002608 豊建設工業（株） 代表取締役社長 梶原　雄一 中津市是則１３０６ 714  2 一般 市外

電気 030000255 （株）きんでん 九州支社 常務執行役員支社長 吉田　靖 福岡市博多区祇園町７－２０　博多祇園センタープレイス５Ｆ 2011 A 1 特定 市外

電気 030000181 （株）関電工 九州支店 支店長 永翁　広志 福岡市中央区薬院１－１－１薬院ビジネスガーデン４Ｆ 1999 A 1 特定 市外

電気 030001452 富士電機（株） 九州支社 支社長 豊留　昭宏 福岡市博多区店屋町５－１８ 1943 A 1 特定 市外

電気 030000999 三菱電機（株） 九州支社 支社長 真釼　康治 福岡市中央区天神２－１２－１（天神ビル） 1943 A 1 特定 市外
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電気 030001984 日本電設工業（株） 九州支店 執行役員支店長 加藤　大蔵 福岡市博多区比恵町１３－７ 1932 A 1 特定 市外

電気 030000855 （株）日立製作所 九州支社 支社長 渋谷　貴弘 福岡市早良区百道浜２－１－１ 1932 A 1 特定 市外

電気 030000641 東芝プラントシステム（株） 九州支社 支社長 杉本　誠 福岡市中央区長浜２－４－１ 1915 A 1 特定 市外

電気 030001971 東芝インフラシステムズ（株） 九州支社 支社長 村田　茂 福岡市中央区長浜２－４－１ 1884 A 1 特定 市外

電気 040000963 アズビル（株） ビルシステムカンパニー九州支店 支店長 岡本　和博 福岡市博多区冷泉町２－１ 1876 A 1 特定 市外

電気 030000624 （株）トーエネック 九州支社 支社長 田中　大輔 福岡市博多区博多駅東３－１２－１ 1868 A 1 特定 市外

電気 030000587 （株）中電工 九州支社 支社長 阿部　洋志 福岡市中央区薬院３－６－２０ 1858 A 1 特定 市外

電気 030001013 （株）明電舎 九州支店 支店長 小室　　直人 福岡市博多区住吉５－５－３ 1839 A 1 特定 市外

電気 030000449 住友電設（株） 九州支店 支店長 池田　啓一郎 福岡市博多区下川端町１－１　明治通りビジネスセンター７Ｆ 1813 A 1 特定 市外

電気 030000275 栗原工業（株） 九州支店 支店長 松浦　良一 福岡市博多区下呉服町２－２９ 1767 A 1 特定 市外

電気 030000637 東光電気工事（株） 九州支社 支社長 山中　良平 福岡市中央区薬院３－１５－６ 1744 A 1 特定 市外

電気 040001249 メタウォーター（株） 九州営業部 部長 阪本　勝人 福岡市博多区店屋町５－１８ 1741 A 1 特定 市外

電気 030000249 エクシオグループ（株） 九州支店 執行役員九州支店長 渡辺　光政 福岡市南区玉川町７－８ 1720 A 2 特定 市外

電気 040005289 日本コムシス（株） 九州支店 支店長 上村　幸太郎 福岡市博多区千代２－１５ー１２ 1707 A 2 特定 市外

電気 030000750 日新電機（株） 九州支店 支店長 大塚　広繁 福岡市博多区博多駅前３－３０－２３ 1705 A 1 特定 市外

電気 030000417 新生テクノス（株） 九州支社 支社長 中谷　圭児 福岡市博多区博多駅東２－９－１ 1702 A 1 特定 市外

電気 030000906 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 九州支店 支店長 飯田　壮一 福岡市博多区店屋町５－１８ 1680 A 1 特定 市外

電気 030000775 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 九州支店 支店長 磯野　文明 福岡市中央区天神１－１０－２０ 1657 A 2 特定 市外

電気 040000514 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 九州本部 執行役員九州本部長 平　隆則 福岡市博多区上牟田１－１７－１ 1647 A 1 特定 市外

電気 030000549 ダイダン（株） 九州支社 執行役員九州支社長 麻生　博 福岡市中央区警固３－１－２４ 1640 A 2 特定 市外

電気 030001063 三菱電機ビルソリューションズ（株） 九州支社 役員理事支社長 徳永　俊太郎 福岡市博多区住吉１－２－２５ 1638 A 3 特定 市外

電気 030000297 （株）弘電社 九州支店 支店長 田村　誉嗣 福岡市博多区東比恵３－１２－１６ 1582 A 1 特定 市外

電気 030000656 （株）ミライト 九州支店 支店長 福島　弘典 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1557 A 1 特定 市外

電気 040002875 横河ソリューションサービス（株） 九州支店 支店長 横須賀　智章 福岡市博多区御供所町３－２１ 1547 A 1 特定 市外
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電気 030000161 川北電気工業（株） 九州支社 支社長 豊岡　正一 福岡市中央区薬院１－６－１３ 1529 A 1 特定 市外

電気 030001877 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 戸田　庄一 福岡県福岡市中央区薬院３－１－２４ 1528 A 1 特定 市外

電気 030000866 日比谷総合設備（株） 九州支店 執行役員支店長 金子　昌史 福岡市博多区博多駅東２－５－１ 1524 A 2 特定 市外

電気 040001088 シンフォニアテクノロジー（株） 九州支店 支店長 永井　博幸 福岡市博多区博多駅前２－１－１ 1506 A 1 特定 市外

電気 030001273 （株）東光高岳 九州支社 支社長 今村　雅志 福岡市中央区渡辺通５－２３－８ 1501 A 1 特定 市外

電気 030000503 高砂熱学工業（株） 九州支店 執行役員支店長 御手洗　淳 福岡市博多区博多駅前２ー１９ー２４大博センタービル９Ｆ 1489 A 2 特定 市外

電気 030001084 （株）サンテック 九州支社 支社長 四田　惠 福岡市中央区平尾１－８－２４ 1479 A 1 特定 市外

電気 030000384 サンワコムシスエンジニアリング（株） 九州支店 九州支店長 米澤　哲 福岡市博多区千代２－１５－１２ 1479 A 2 特定 市外

電気 040001075 パナソニックコネクト（株） 現場ソリューションカンパニー九州社 社長 古賀　司郎 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1469 A 2 特定 市外

電気 040005045 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 横浜市港北区大豆戸町２７５ 1457 A 1 特定 市外

電気 040000076 ＪＲ九州電気システム（株） 代表取締役 小林　宰 福岡市博多区冷泉町４－１７ 1454 A 1 特定 市外

電気 040005026 （株）明電エンジニアリング 九州支店 支店長 新居田　正浩 福岡市博多区住吉５－５－３ 1440 A 1 特定 市外

電気 030000646 東邦電気工業（株） 九州支店 執行役員九州支店長 佐藤　千修 福岡市博多区板付７－１０－２７ 1437 A 1 特定 市外

電気 030001876 西日本プラント工業（株） 代表取締役社長 佐々木　有三 福岡市中央区高砂１－１０－１ 1429 A 2 特定 市外

電気 020000333 （株）佐電工 福岡支店 取締役支店長 齊藤　信泰 福岡市早良区祖原２１－２ 1422 A 1 特定 市外

電気 040002709 ジョンソンコントロールズ（株） 九州支店 支店長 内田　幸生 福岡市博多区冷泉町４ー２０島津博多ビル 1420 A 1 特定 市外

電気 040005203 ＯＫＩクロステック（株） 九州支社 支社長 白濱　勝 福岡市南区向野２－９－２６ 1417 A 2 特定 市外

電気 030000830 野里電気工業（株） 九州支店 支店長 宮崎　秀和 北九州市八幡西区陣原３－２６－１０ 1404 A 1 特定 市外

電気 030001027 八千代電設工業（株） 九州営業所 所長 辻　正昭 福岡市博多区博多駅東３－９－７ 1391 A 1 特定 市外

電気 030000642 東芝ライテック（株） 九州営業所 所長 清水　友浩 福岡市中央区長浜２－４－１ 1389 A 1 特定 市外

電気 040002515 （株）ＧＳユアサ 九州支社 支社長 齋藤　浩義 福岡市中央区天神２－１２－１ 1374 A 1 特定 市外

電気 030000250 旭日電気工業（株） 福岡支店 支店長 渕　貴志 福岡市南区大楠２－１１－２４ 1367 A 1 特定 市外

電気 030000455 （株）正興電機製作所 代表取締役社長 添田　英俊 福岡市博多区東光２－７－２５ 1361 A 1 特定 市外

電気 030001966 （株）九南 福岡支店 支店長 川野　雅稔 福岡市南区折立町９－１５　２Ｆ 1359 A 1 特定 市外
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電気 040000817 荏原実業（株） 広島事務所 所長 鈴木　裕之 広島市東区東蟹屋町１５－３ 1352 A 2 特定 市外

電気 040002538 （株）ジーエス・ユアサフィールディングス 九州支店 支店長 信田　充博 福岡市博多区豊１－１－１６ 1347 A 1 特定 市外

電気 030000292 コイト電工（株） 九州支店 支店長 石田　透 福岡市博多区博多駅南２－９－１１ 1330 A 2 特定 市外

電気 040001284 ヤンマーエネルギーシステム（株） 福岡支店 支店長 細　博明 福岡市博多区博多駅前１－２－５紙与博多ビル３Ｆ 1330 A 1 特定 市外

電気 040000490 （株）千代田組 九州支店 支店長 岩谷　博之 福岡市博多区博多駅前１－１－１　博多新三井ビル 1327 A 1 特定 市外

電気 040000023 ＮＥＣフィールディング（株） 筑後佐賀支店 筑後佐賀支店長 加来　誠 佐賀市駅前中央１－９―３８ 1319 A 1 特定 市外

電気 020000609 電気興業（株） 九州支店 支店長 秋元　宏巳 福岡市早良区百道浜１－７－５ 1312 A 2 特定 市外

電気 030000682 （株）酉島製作所 九州支店 支店長 神田　昭憲 福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 1301 A 3 特定 市外

電気 030001214 丸茂電機（株） 福岡営業所 所長 江森　清 福岡市中央区大名１－１４－４５ 1301 A 1 特定 市外

電気 040002922 シンフォニアエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 柿川　誠一 福岡市博多区博多駅前４－１３－６ 1300 A 1 特定 市外

電気 030000460 西部電気工業（株） 代表取締役社長 熊本　敏彦 福岡市博多区博多駅東３－７－１ 1288 A 1 特定 市外

電気 040005049 エナジーウィズ（株） 営業本部　九州営業所 営業所長 木下　信昭 春日市日の出町２－４５ 1275 A 1 一般 市外

電気 030002020 岩崎電気（株） 福岡営業所 所長 原田　淳士 福岡市博多区美野島１－２－８ 1270 A 1 特定 市外

電気 040000047 （株）ＳＹＳＫＥＮ 福岡支社 支社長 宇野　浩道 福岡市博多区千代２－１５－１２ 1267 A 2 特定 市外

電気 030000822 日本防蝕工業（株） 九州支店 支店長 當間　豊 福岡市中央区大宮１－４－３４ 1266 A 2 特定 市外

電気 040005205 （株）日立インダストリアルプロダクツ 西部支店 支店長 藤田　雄一 福岡市早良区百道浜２－１－１日立九州ビル９Ｆ 1259 A 2 特定 市外

電気 040005060 ネットワンシステムズ（株） 代表取締役 竹下　隆史 千代田区丸の内２－７－２　ＪＰタワー 1251 A 2 特定 市外

電気 040005286 ダイキンエアテクノ（株） 九州支店 九州支店長 矢野　進一郎 福岡市博多区東比恵３－１－２ 1250 A 2 特定 市外

電気 040005208 （株）川北電工 福岡支店 福岡支店長 古賀　博文 福岡市中央区渡辺通２－８－２８ 1249 A 2 特定 市外

電気 030000987 三井金属エンジニアリング（株） 九州支店 支店長 古賀　直樹 大牟田市大字唐船２１００ 1234 A 1 特定 市外

電気 030001008 （株）明興テクノス 福岡支店 支店長 弓指　太 福岡市東区社領１－９－１６ 1234 A 1 特定 市外

電気 030000442 （株）菅原 福岡営業所 所長 今林　忠久 福岡市東区箱崎４－１５－３７ 1210 B 2 特定 市外

電気 040002738 富士通フロンテック（株） 代表取締役社長 川上　博矛 稲城市矢野口１７７６ 1198 B 2 特定 市外

電気 030000626 東京計器（株） 福岡営業所 所長 小森　大輔 福岡市博多区博多駅前４－８－１５ 1193 B 1 一般 市外
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電気 030001186 協和機電工業（株） 福岡支店 支店長 冨本　英光 福岡市博多区博多駅前１－６－１６西鉄博多駅前ビル７Ｆ 1188 B 2 特定 市外

電気 030000825 日本無線（株） 九州支社 支社長 鈴木　工 福岡市博多区綱場町４－１ 1174 B 2 特定 市外

電気 040002662 （株）荏原電産 九州営業所 所長 廣瀬　栄治 福岡市博多区美野島１－２－８　ＮＴビル５Ｆ 1163 B 1 特定 市外

電気 030000966 （株）松村電機製作所 九州支店 支店長 柿野　寛 福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ 1154 B 1 特定 市外

電気 030001333 飯塚電機工業（株） 福岡支店 支店長 三好　理 福岡市博多区博多駅東１－１３－９ 1148 B 1 特定 市外

電気 040000127 （株）電盛社 福岡支店 取締役福岡支店長 久保田　賢二 福岡市南区那の川１－３－６ 1139 B 1 特定 市外

電気 030001398 ニシム電子工業（株） 福岡支店 支店長 山崎　庄次 福岡市中央区渡辺通２－９－２２ 1135 B 2 特定 市外

電気 030001883 島津システムソリューションズ（株） 福岡支店 支店長 毛屋　真吾 福岡市博多区冷泉町４ー２０ 1118 B 1 特定 市外

電気 040002787 （株）福岡電設 代表取締役 南里　昭男 福岡市南区大楠２－８－１８ 1117 B 2 特定 市外

電気 040000784 新川電機（株） 九州支社 支社長 上野　正博 福岡市博多区千代４－１－３３　西鉄千代県庁口ビル４Ｆ 1110 B 1 特定 市外

電気 040005190 九電テクノシステムズ（株） 福岡支店 支店長 太田　二郎 福岡市南区清水４－１８－１５ 1108 B 1 特定 市外

電気 030000686 （株）ドーワテクノス 環境システム営業部福岡営業部 部長 吉武　洋久 福岡市博多区博多駅東２－４－３１第５岡部ビル５Ｆ 1062 B 2 特定 市外

電気 040000495 千代田計装（株） 代表取締役社長 壱崎　幸朗 福岡市早良区百道１－１８－２５ 1059 B 1 特定 市外

電気 030000369 三交電気工事（株） 代表取締役 松尾　実 福岡市南区横手３－１４－１５ 1058 B 1 特定 市外

電気 030001098 千代田興産（株） 本社営業統括部 本社営業統括部長 佐藤　俊秀 福岡市中央区白金２－５－１６ 1056 B 1 特定 市外

電気 030000144 隔測計装（株） 代表取締役 鹿林　康男 福岡市南区寺塚１－２８－５ 1044 B 1 特定 市外

電気 040005290 安川オートメーション・ドライブ（株） 福岡営業所 所長 河野　勝巳 福岡市中央区天神１－６－８ 1042 B 1 特定 市外

電気 040001279 明電ファシリティサービス（株） 九州支店 支店長 高橋　昌義 福岡市博多区住吉５－５－３ 1039 B 1 特定 市外

電気 040000553 日本トーター（株） 代表取締役社長 平田　和稔 港区港南２－１６－１ 1037 B 2 特定 市外

電気 040002706 （株）秀電社 代表取締役 秀嶋　克仁 福岡市博多区対馬小路９－２３ 1036 B 2 特定 市外

電気 040001260 （株）リオス 代表取締役 高山　幸治 福岡市博多区井相田２－８－１５ 1032 B 1 特定 市外

電気 030001875 （株）島田電気商会 代表取締役 島田　茂 福岡市中央区警固２－３－２９ 1031 B 1 特定 市外

電気 030001874 九昭電設工業（株） 福岡営業所 所長 筒井　久夫 大野城市御笠川２－１７－４オフィスパレア御笠川１０ー３号室 1028 B 1 特定 市外

電気 030000612 （株）電友社 代表取締役 森　　崇紀 福岡市中央区白金１ー１７ー２１ 1028 B 1 特定 市外
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電気 040002572 （株）九州日立 代表取締役 吉田　徳昭 福岡市早良区百道浜２－１－１ 1014 B 1 特定 市外

電気 030000713 西鉄電設工業（株） 代表取締役 青木　忠司 福岡市博多区三筑２－２０－６ 1008 B 1 特定 市外

電気 040000125 アユミ電業（株） 代表取締役 今村　貴士 福岡市博多区光丘町２－３－８ 998 B 1 特定 市外

電気 030001128 （株）サン電工社 代表取締役 土井　隆太郎 福岡市中央区鳥飼２－６－５１ 990 B 1 特定 市外

電気 040001262 末松九機（株） 代表取締役 今福　正教 福岡市博多区美野島２－１－２９ 987 B 1 特定 市外

電気 040002744 大洋電気（株） 代表取締役 石見　郁康 福岡市博多区三筑１－６－１０ 983 B 1 特定 市外

電気 040002990 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 九州営業所 所長 下山　治 福岡市博多区博多駅東２－１３－３４ 981 B 2 特定 市外

電気 030001275 セイコータイムクリエーション（株） 九州営業所 所長 矢ヶ部　潔 福岡市博多区博多駅１－４－４ 978 B 2 一般 市外

電気 040005223 日本ギア工業（株） 福岡事業所 所長 中村　康孝 福岡市博多区中洲中島町２－３　福岡フジランドビル４Ｆ 976 B 1 一般 市外

電気 040000117 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 代表取締役社長 田伏　重成 大阪市北区同心１－７－１４ 974 B 2 一般 市外

電気 040002816 （株）エース・ウォーター 代表取締役 川島　潤一郎 福岡市博多区上呉服町１－８北九州銀行呉服町ビル 971 B 1 特定 市外

電気 030001317 （株）高砂電業社 代表取締役 中嶋　貴弘 福岡市早良区南庄３－１６－１ 959 B 1 特定 市外

電気 030000958 松尾工業（株） 代表取締役社長 三木　義信 佐賀市多布施１－４－２７ 949 B 2 特定 市外

電気 040005219 宮本電機（株） 代表取締役 宮本　憲 佐世保市三川内新町８－９ 949 B 1 特定 市外

電気 040005245 （株）ハッセイ 代表取締役 樋口　和宏 北九州市八幡西区市瀬１－２－１ 946 B 1 特定 市外

電気 040000788 テクノシステム（株） 代表取締役 梅田　公平 福岡市博多区井相田３－７－１２ 944 B 1 一般 市外

電気 030001064 （株）菱熱 代表取締役社長 亀井　英次 福岡市博多区博多駅南１－８－１３ 926 B 2 特定 市外

電気 040002956 備商（株） 代表取締役 上野　雅史 岡山市南区福成２－１９－６ 923 B 2 特定 市外

電気 040000745 （有）創広電気商会 代表取締役 木下　力栄 柳川市東蒲池６３８－１ 916 B 1 特定 市外

電気 030000090 栄共電設（株） 代表取締役 安東　泰信 福岡市博多区金の隈２－３－１２ 914 B 1 特定 市外

電気 040002999 福岡日信電子（株） 代表取締役 調　浩一 福岡市西区姪の浜４－１０－５ 914 B 1 特定 市外

電気 030000815 （株）日本電子 代表取締役 梅本　享祐 福岡市南区折立町５－５９ 913 B 2 一般 市外

電気 040002631 浅野アタカ（株） 九州支店 支店長 古賀　秀一 福岡市中央区白金２－１１－９ 911 B 3 特定 市外

電気 030001297 西日本オートメーション（株） 代表取締役 小貫　順 福岡市博多区堅粕４－２３－１２ 906 B 1 特定 市外
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電気 040002784 ナガノ電気（株） 代表取締役 宮本　崇 福岡市博多区光丘町２－２－１８ 900 B 1 特定 市外

電気 040000945 トータリゼータエンジニアリング（株） 代表取締役 中三川　和則 品川区南大井６－２０－１４ 892 B 1 特定 市外

電気 040002682 新明和アクアテクサービス（株） 九州センター 所長 出口　恒二 福岡市博多区半道橋１－２－１ 888 B 2 一般 市外

電気 040002864 ＪＲＣシステムサービス（株） 九州支店 支店長 坪内　潔 福岡市博多区綱場町４－１ 886 B 2 特定 市外

電気 040002232 日米電子（株） 代表取締役社長 湯淺　米男 福岡市中央区大宮１－３－１０ 886 B 2 特定 市外

電気 040002588 西日本三建サービス（株） 代表取締役社長 外峯　勲男 福岡市中央区舞鶴２－４－５ 885 B 3 一般 市外

電気 040002711 （株）ウチダテクノ 代表取締役 五木田　行男 江東区木場２－１７－１６　ビサイド木場１Ｆ 884 B 2 一般 市外

電気 040002835 アルプス工業（株） 代表取締役 久田　康照 春日市下白水北６－５５ 879 B 1 特定 市外

電気 040002988 旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 871 B 2 一般 市外

電気 040002800 朋友電気（株） 代表取締役 緒方　清範 朝倉郡筑前町下高場２４０８‐２ 868 B 1 特定 市外

電気 040005025 矢木コーポレーション（株） 代表取締役 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 862 B 1 特定 市外

電気 040002407 （有）ニューメディアエンジニアリング 代表取締役 永井　剛 大牟田市本町５－２－１２ 856 B 1 特定 市外

電気 040005192 （株）アセント 代表取締役 木越　健二 港区芝浦４－１６－２３ 854 B 2 特定 市外

電気 040002843 （株）水機テクノス 九州支店 支店長 宮崎　龍一 福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 853 B 3 特定 市外

電気 040001251 （株）飯塚電設 代表取締役 坂口　天志 飯塚市大日寺１３１９ー７ 851 B 1 特定 市外

電気 040002881 （株）南日本電設工業 代表取締役 埒　行徳 福岡市南区清水２－１３－１８ 850 B 1 特定 市外

電気 040005171 （株）浜田 代表取締役 濱田　勝己 春日市一の谷４－１０ 848 C 1 特定 市外

電気 030001181 上内電気（株） 代表取締役 境　のり子 福岡市中央区舞鶴３－６－２３ 841 C 1 特定 市外

電気 040000930 九信電設（株） 代表取締役 黒木　善崇 福岡市東区千早１－３５－１１ 838 C 1 特定 市外

電気 040002302 牛島電機工業（株） 代表取締役 牛島　弘人 八女市本村４２５ー８５ 833 C 1 特定 市外

電気 030001101 （株）大日 甘木支店 支店長 平川　太志 朝倉市馬田３６６－１ 831 C 3 一般 市外

電気 030001898 九州システム産業（株） 代表取締役 古賀　兼文 筑後市大字中折地２９３－１ 830 C 1 特定 市外

電気 040000116 東洋メンテナス（株） 代表取締役社長 尾曲　浩明 東大阪市本庄西１－１０－２４ 825 C 2 特定 市外

電気 030001258 大和電業（株） 代表取締役 大園　彰 福岡市東区松島３ー２４ー２ 822 C 1 特定 市外

　　　25 / 60 ページ



建設工事有資格者名簿（市外） 令和4年6月1日 作成

業種 業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
総合
評点

ランク
希望
順位

特定/
一般

市内外
区分

電気 040005239 荒木電設（有） 代表取締役 荒木　林司 大川市大字下牟田口７７３－１ 818 C 1 一般 市外

電気 040005244 （株）伊藤電気 代表取締役 後藤　政文 日田市田島本町５－１８ 812 C 1 特定 市外

電気 040002781 （株）堀内電気 代表取締役 堀内　重夫 福岡市博多区浦田１－５－４６ 811 C 1 特定 市外

電気 040002977 （株）新出光ファシリティーズ 代表取締役 水城　勝広 鳥栖市今泉町２４５４－１ 808 C 1 特定 市外

電気 030001855 （株）九州テン 福岡本社 システムソリューション事業本部長 中尾　達郎 福岡市博多区博多駅前２－１９－２７九勧博多駅前ビル７Ｆ 806 C 2 特定 市外

電気 040000103 旭陽電気（株） 代表取締役 田口　剛 福岡市博多区東比恵３－１５－２７ 800 C 2 一般 市外

電気 040002927 ベネックスソリューションズ（株） 代表取締役 宮地　博文 福岡市博多区榎田２－１－１８ 799 C 2 一般 市外

電気 040002028 （株）創電 代表取締役 井上　毅彦 福岡市中央区那の川２－７－７ 794 C 2 一般 市外

電気 040005220 （株）谷川電気工事 代表取締役 谷川　寛光 福岡市博多区井相田２－４－７ 788 C 1 一般 市外

電気 020000896 フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王１－１５－８ 781 C 2 一般 市外

電気 030000007 アイム電機工業（株） 九州支店 支店長 荒木　智裕 遠賀郡水巻町猪熊１０－２－１６ 779 C 3 特定 市外

電気 040005130 興和電気工事（株） 代表取締役 坂本　辰海 福岡市中央区大手門３－１４－２５ 776 C 1 一般 市外

電気 030000804 （株）ＪＰＦ 代表取締役 渡辺　俊太郎 千代田区富士見２－４－１１ 774 C 2 一般 市外

電気 040005210 （株）エレックス極東 代表取締役 三宅　正貢 名古屋市天白区島田３－６０８－１ 753 C 1 一般 市外

電気 040000402 （株）ウォーターテック 西日本支店 支店長 中村　幸男 福岡市博多区博多駅前１ー１８－６ 752 C 3 特定 市外

電気 040005234 キュウセツＡＱＵＡ（株） 代表取締役 大野　征博 福岡市博多区博多駅東１－３－１０ 739 C 1 一般 市外

電気 030000360 （株）サンケン・エンジニアリング 代表取締役 筒　芳成 福岡市南区大楠２－１３－７ 738 C 3 一般 市外

電気 030001147 （株）西日本電波サービス 代表取締役 野村　庄次 福岡市東区筥松１－１１－３ 710 C 2 一般 市外

電気 030001417 （株）サンヨウ 代表取締役 新田　五常 小郡市古飯７６４－１ 703 C 1 一般 市外

電気 040000487 九有電子工業（株） 代表取締役 末廣　浩一 福岡市早良区田隈２－２４－１７ 683 C 2 一般 市外

電気 040002849 （株）吉川工務店 代表取締役 進　研一 福岡市中央区大手門３－８－２２ 680 C 2 一般 市外

電気 040002772 内田電機工業（株） 代表取締役 池上　秀一 八女郡広川町大字藤田７２４－７ 671 C 1 一般 市外

電気 040001286 第一警備保障（株） 代表取締役 宮原　和貴 北九州市戸畑区川代２－１－２ 644 C 2 一般 市外

電気 040001083 （株）別府電業 代表取締役 吹上　進治 福岡市早良区賀茂３－１－４ 639 C 1 一般 市外
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電気 040005028 （株）オーパーツ 代表取締役 山口　雅寛 福岡市博多区博多駅南３－２ー３ 620 C 1 一般 市外

電気 040005300 太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通２－４－８ 619 C 2 一般 市外

電気 040002602 （株）嘉村 代表取締役 嘉村　謙 福岡市博多区井相田２－１０－２８ 616 C 2 一般 市外

電気 040005297 ユニオン（株） 代表取締役 野上　大樹 福岡市博多区板付１ー５ー１０ 596 C 2 一般 市外

電気 040001282 情報機器エンジニアリング（株） 代表取締役社長 宮崎　博永 福岡市博多区中呉服町５－１４ 579 C 2 一般 市外

電気 040005193 （有）いでがみ電気 代表取締役 井手上　重孝 小郡市干潟６２６－６ 573 C 1 一般 市外

電気 040002925 （株）旺計社 代表取締役 寺田　朋嗣 北九州市小倉北区西港町９０－７ 570 C 1 一般 市外

電気 040002791 ネットワーク（株） 代表取締役 黒田　英己 浜松市東区篠ヶ瀬町５５４－４ 564 C 2 一般 市外

電気 040005253 （株）創新 代表取締役 田中　亨 鳥栖市村田町８４０－５ 561 C 1 一般 市外

管 030000427 新菱冷熱工業（株） 九州支社 執行役員支社長 長沢　秀行 福岡市博多区綱場町３－３　福岡東京海上日動ビル　４Ｆ 1942 A 1 特定 市外

管 030000503 高砂熱学工業（株） 九州支店 執行役員支店長 御手洗　淳 福岡市博多区博多駅前２ー１９ー２４大博センタービル９Ｆ 1941 A 1 特定 市外

管 030000356 三機工業（株） 九州支店 執行役員支店長 川口　淳二 福岡市博多区博多駅前３－２－１ 1892 A 2 特定 市外

管 030000549 ダイダン（株） 九州支社 執行役員九州支社長 麻生　博 福岡市中央区警固３－１－２４ 1882 A 1 特定 市外

管 030001063 三菱電機ビルソリューションズ（株） 九州支社 役員理事支社長 徳永　俊太郎 福岡市博多区住吉１－２－２５ 1803 A 2 特定 市外

管 030000657 東洋熱工業（株） 九州支店 支店長 土屋　幹 福岡市博多区博多駅前４－１３－１１ 1766 A 1 特定 市外

管 030000017 （株）朝日工業社 九州支店 常務執行役員支店長 中島　重雄 福岡市中央区警固２－１７－６ 1747 A 1 特定 市外

管 030001126 （株）テクノ菱和 九州支店 執行役員支店長 堀下　浩 福岡市中央区舞鶴２－１－１０ 1725 A 1 特定 市外

管 030000866 日比谷総合設備（株） 九州支店 執行役員支店長 金子　昌史 福岡市博多区博多駅東２－５－１ 1723 A 1 特定 市外

管 030000361 三建設備工業（株） 九州支店 執行役員支店長 永田　博巳 福岡市博多区店屋町１－３５ 1710 A 1 特定 市外

管 040001287 （株）日立プラントサービス 九州支店 支店長 沢田　健 福岡市博多区冷泉町２－１ 1670 A 2 特定 市外

管 040000963 アズビル（株） ビルシステムカンパニー九州支店 支店長 岡本　和博 福岡市博多区冷泉町２－１ 1664 A 2 特定 市外

管 030001574 大成温調（株） 九州支店 九州支店長 米倉　稔 福岡市博多区博多駅東３－１３－２８ 1655 A 1 特定 市外

管 030000587 （株）中電工 九州支社 支社長 阿部　洋志 福岡市中央区薬院３－６－２０ 1635 A 2 特定 市外

管 040005286 ダイキンエアテクノ（株） 九州支店 九州支店長 矢野　進一郎 福岡市博多区東比恵３－１－２ 1631 A 1 特定 市外
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管 030001817 （株）太平エンジニアリング 九州支店 支店長 大草　和寿 福岡市博多区東那珂１－１３－５３ 1607 A 1 特定 市外

管 030000906 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 九州支店 支店長 飯田　壮一 福岡市博多区店屋町５－１８ 1604 A 2 特定 市外

管 030000441 須賀工業（株） 九州支店 支店長 大石　昌巳 福岡市博多区千代２－８－３２ 1590 A 1 特定 市外

管 030000729 （株）西原衛生工業所 九州支店 執行役員九州支店長 田中　正俊 福岡県福岡市中央区天神３―９―２５ 1570 A 1 特定 市外

管 030000169 川本工業（株） 九州支店 支店長 粟木原　宏 福岡市博多区博多駅南１―３―６　第三博多偕成ビル８Ｆ 1511 A 1 特定 市外

管 040002709 ジョンソンコントロールズ（株） 九州支店 支店長 内田　幸生 福岡市博多区冷泉町４ー２０島津博多ビル 1507 A 2 特定 市外

管 030000850 （株）日立ビルシステム 西日本支社 支社長 檜山　仁 福岡市博多区上呉服町１０－１０ 1497 A 2 特定 市外

管 030000795 日本空調サービス（株） 九州支店 支店長 田村　充 福岡市博多区堅粕３－１４－７ 1486 A 1 特定 市外

管 030001064 （株）菱熱 代表取締役社長 亀井　英次 福岡市博多区博多駅南１－８－１３ 1445 A 1 特定 市外

管 030000453 （株）精研 九州営業所 所長 岩永　力 福岡市博多区博多駅東１－１４－２５ 1385 A 1 特定 市外

管 030000100 （株）荏原製作所 九州支社 支社長 太田　賢一 福岡市博多区美野島１－２－８ＮＴビル 1383 A 3 特定 市外

管 040005201 （株）ＬＩＸＩＬトータルサービス 九州支店 支店長 齊藤　恭二 福岡市博多区半道橋２－１５－１０ 1368 A 1 特定 市外

管 030000627 （株）三冷社 九州支店 支店長 森田　隆文 福岡市博多区那珂１―３―３３ 1358 A 1 特定 市外

管 030000275 栗原工業（株） 九州支店 支店長 松浦　良一 福岡市博多区下呉服町２－２９ 1351 A 2 特定 市外

管 030001876 西日本プラント工業（株） 代表取締役社長 佐々木　有三 福岡市中央区高砂１－１０－１ 1305 A 3 特定 市外

管 030000987 三井金属エンジニアリング（株） 九州支店 支店長 古賀　直樹 大牟田市大字唐船２１００ 1294 A 2 特定 市外

管 030000263 空研工業（株） 工事部 部長 過能　圭介 福岡市西区内浜２－４－３８ 1291 A 1 特定 市外

管 040001284 ヤンマーエネルギーシステム（株） 福岡支店 支店長 細　博明 福岡市博多区博多駅前１－２－５紙与博多ビル３Ｆ 1256 A 3 特定 市外

管 020000333 （株）佐電工 福岡支店 取締役支店長 齊藤　信泰 福岡市早良区祖原２１－２ 1237 A 2 特定 市外

管 030000116 大橋エアシステム（株） 代表取締役社長 井上　久行 福岡市中央区薬院２－３－４１ 1227 B 1 特定 市外

管 040002059 日本調理機（株） 九州支店 支店長 今古賀　達生 福岡県大野城市瓦田４－１５－３０ 1217 B 1 一般 市外

管 030002022 （株）守谷商会 九州支店 支店長 菊次　宏泰 福岡市博多区祇園町２－１ 1202 B 2 特定 市外

管 030001966 （株）九南 福岡支店 支店長 川野　雅稔 福岡市南区折立町９－１５　２Ｆ 1147 B 2 特定 市外

管 030000178 管清工業（株） 九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂５－３－１３ 1078 B 2 特定 市外
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管 040002756 ホシザキ北九（株） 代表取締役 原　幹弘 福岡市博多区博多駅南３－１８－９ 1069 B 1 特定 市外

管 030001333 飯塚電機工業（株） 福岡支店 支店長 三好　理 福岡市博多区博多駅東１－１３－９ 1068 B 3 特定 市外

管 040000023 ＮＥＣフィールディング（株） 筑後佐賀支店 筑後佐賀支店長 加来　誠 佐賀市駅前中央１－９―３８ 1065 B 3 一般 市外

管 030001915 （株）福設 代表取締役社長 高場　康一 福岡市南区塩原４－１－７ 1054 B 1 特定 市外

管 030000958 松尾工業（株） 代表取締役社長 三木　義信 佐賀市多布施１－４－２７ 1050 B 1 特定 市外

管 040002588 西日本三建サービス（株） 代表取締役社長 外峯　勲男 福岡市中央区舞鶴２－４－５ 1041 B 1 特定 市外

管 030000442 （株）菅原 福岡営業所 所長 今林　忠久 福岡市東区箱崎４－１５－３７ 1036 B 3 特定 市外

管 030001101 （株）大日 甘木支店 支店長 平川　太志 朝倉市馬田３６６－１ 1035 B 1 特定 市外

管 040002572 （株）九州日立 代表取締役 吉田　徳昭 福岡市早良区百道浜２－１－１ 1021 B 2 特定 市外

管 040000076 ＪＲ九州電気システム（株） 代表取締役 小林　宰 福岡市博多区冷泉町４－１７ 1020 B 3 特定 市外

管 030001471 （株）千代田工業所 代表取締役社長 夏井　敏樹 福岡市南区塩原４－２８－２５ 989 B 1 特定 市外

管 030000713 西鉄電設工業（株） 代表取締役 青木　忠司 福岡市博多区三筑２－２０－６ 946 B 2 特定 市外

管 040002846 壽化工機（株） 代表取締役 佐藤　淳平 名古屋市瑞穂区豊岡通１－１４ 914 B 1 特定 市外

管 030000078 （株）ウォーターデザイン 福岡営業所 所長 中島　邦英 筑紫野市二日市北４－２７－４９ 913 B 1 特定 市外

管 040002902 光伸（株） 代表取締役社長 川崎　義徳 大阪市鶴見区鶴見６－９－２６ 908 B 2 一般 市外

管 040005199 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 大阪市北区梅田１－１３－１大阪梅田ツインタワーズ・サウス 885 B 2 一般 市外

管 030000149 カッパー工業（株） 代表取締役 冨田　悟志 福岡市中央区笹丘２－２２－３４ 856 B 2 特定 市外

管 040002427 九州洗罐工事（株） 代表取締役 中村　亮輔 柳川市西蒲池１１４２－２ 855 B 3 特定 市外

管 040002929 （株）三進ろ過工業 九州営業所 所長 中　裕一 福岡市博多区博多駅南３－５－１８ニッシンビル２０６号室 855 B 2 一般 市外

管 040002967 （株）エコ・テクノ 枚方支店 枚方支店長 高原　久 枚方市北山１－５４－５５ 853 B 3 特定 市外

管 040005023 （株）岡工務店 代表取締役 岡　照久 柳川市本町６８－９ 853 B 1 特定 市外

管 040002452 （株）浦設備工業 代表取締役 江上　久次 朝倉市大字三奈木４９５５－２ 845 C 1 特定 市外

管 040002892 三洲建設（株） 代表取締役 冨安　正年 筑後市大字蔵数５７５－１ 840 C 3 特定 市外

管 040000495 千代田計装（株） 代表取締役社長 壱崎　幸朗 福岡市早良区百道１－１８－２５ 835 C 3 特定 市外
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管 030000612 （株）電友社 代表取締役 森　　崇紀 福岡市中央区白金１ー１７ー２１ 834 C 2 特定 市外

管 040002403 （株）廣松設備 代表取締役 廣松　優一 三潴郡大木町大字三八松２２３４－６ 832 C 1 一般 市外

管 040005177 （有）城崎設備工業 代表取締役 城崎　洋子 筑後市大字尾島７５９－１ 823 C 1 特定 市外

管 030001947 （株）トーケミ 西部支店 支店長 嶋崎　慶一 福岡市博多区東光２－１７－１７ 823 C 3 一般 市外

管 030000541 大管工業（株） 代表取締役 中島　栄一 福岡市中央区平尾３－１－３ 822 C 2 特定 市外

管 040002682 新明和アクアテクサービス（株） 九州センター 所長 出口　恒二 福岡市博多区半道橋１－２－１ 816 C 3 一般 市外

管 040005145 おはよう設備（有） 代表取締役 西　航平 大川市大字上巻２７０－１ 815 C 1 特定 市外

管 040002936 エスエスエンジニア（株） 代表取締役 谷口　学 直方市大字下境２１２３ 811 C 3 特定 市外

管 040002964 太新工業（株） 代表取締役 大水　静雄 京都郡苅田町鳥越町１－２６ 810 C 3 特定 市外

管 040002302 牛島電機工業（株） 代表取締役 牛島　弘人 八女市本村４２５ー８５ 805 C 2 特定 市外

管 040005163 水研工業（株） 代表取締役 白水　雅史 春日市惣利１－６６ 800 C 1 特定 市外

管 040002439 （株）梅崎工業 代表取締役 梅崎　義一 柳川市片原町２２－１ 786 C 1 特定 市外

管 030000007 アイム電機工業（株） 九州支店 支店長 荒木　智裕 遠賀郡水巻町猪熊１０－２－１６ 770 C 2 特定 市外

管 040002881 （株）南日本電設工業 代表取締役 埒　行徳 福岡市南区清水２－１３－１８ 759 C 2 一般 市外

管 040000125 アユミ電業（株） 代表取締役 今村　貴士 福岡市博多区光丘町２－３－８ 758 C 3 一般 市外

管 040000714 （株）テクノユース 代表取締役 脇山　一春 福岡市城南区鳥飼５－７－１ 757 C 2 一般 市外

管 040002219 和泉プロパン住宅設備（有） 代表取締役 野田　幸一 小郡市三沢字浦田１４３４－４ 756 C 1 一般 市外

管 040005245 （株）ハッセイ 代表取締役 樋口　和宏 北九州市八幡西区市瀬１－２－１ 755 C 2 特定 市外

管 040005297 ユニオン（株） 代表取締役 野上　大樹 福岡市博多区板付１ー５ー１０ 754 C 1 一般 市外

管 040002660 （株）伊藤鐵工所 九州支店 支店長 上村　心 大野城市川久保３－７－３５ 748 C 2 一般 市外

管 040005285 九州ビルウェア（株） 代表取締役 濵田　浩 福岡市中央区天神３－１０－２０ 742 C 1 一般 市外

管 040002407 （有）ニューメディアエンジニアリング 代表取締役 永井　剛 大牟田市本町５－２－１２ 742 C 2 一般 市外

管 040002977 （株）新出光ファシリティーズ 代表取締役 水城　勝広 鳥栖市今泉町２４５４－１ 734 C 2 特定 市外

管 040000754 （株）エフ・テクノ 代表取締役 中村　公義 朝倉市大字牛木９００－１ 723 C 2 特定 市外
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管 040000074 （株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸３－５０－２０ 723 C 3 特定 市外

管 030000273 蔵田工業（株） 代表取締役 蔵田　崇晴 福岡市南区大楠２－１２－１２ 723 C 3 特定 市外

管 030001898 九州システム産業（株） 代表取締役 古賀　兼文 筑後市大字中折地２９３－１ 715 C 3 一般 市外

管 040005008 立花鉄工建設（株） 代表取締役 平島　輝昭 八女市納楚６９７－１ 715 C 3 特定 市外

管 030000603 （株）テクネ 代表取締役 原　崇 福岡市博多区麦野１－１３－６ 704 C 2 特定 市外

管 040002602 （株）嘉村 代表取締役 嘉村　謙 福岡市博多区井相田２－１０－２８ 703 C 1 一般 市外

管 040005219 宮本電機（株） 代表取締役 宮本　憲 佐世保市三川内新町８－９ 703 C 3 一般 市外

管 040000104 （株）カブード 代表取締役 橋本　恒幸 福岡市早良区内野４－１４－８ 701 C 2 特定 市外

管 040005133 （株）リョーテック 代表取締役 土井　吉隆 福岡市博多区博多駅南１－８－１３ 692 C 1 一般 市外

管 040002921 箱崎プラント工業（株） 代表取締役 野村　健志 福岡市東区箱崎ふ頭６－１０－２ 685 C 3 一般 市外

管 040005234 キュウセツＡＱＵＡ（株） 代表取締役 大野　征博 福岡市博多区博多駅東１－３－１０ 670 C 2 一般 市外

管 040002028 （株）創電 代表取締役 井上　毅彦 福岡市中央区那の川２－７－７ 668 C 3 一般 市外

管 040002882 直方工業（株） 代表取締役 篠崎　光繁 直方市溝堀２－７－１３ 667 C 3 一般 市外

管 040005300 太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通２－４－８ 663 C 1 一般 市外

管 040002728 西日本クリスタル（株） 代表取締役 村上　泰之 福岡市早良区有田３－８－２５ 660 C 2 特定 市外

管 040005164 （株）不二光 代表取締役 伊藤　弘文 糟屋郡宇美町宇美６－１９－２２ 642 C 1 一般 市外

管 030000284 （株）研進産業 代表取締役 高木　英範 福岡市博多区吉塚６－６－５９ 639 C 2 一般 市外

管 030000282 （株）ケイ・エスクラフト工業 代表取締役 川口　敬介 福岡市城南区東油山６－５－２９ 629 C 2 特定 市外

管 040002292 東筑エンジニアリング（株） 代表取締役 宇都　哲也 福岡市東区若宮５－１８－３２－１２１０ 621 C 2 一般 市外

管 040002938 （株）荒新機工 代表取締役 新谷　匡人 一宮市小赤見戌亥７４ 616 C 3 一般 市外

管 040000093 （株）オカベ工事 代表取締役 野見山　明美 飯塚市花瀬１０２－７２ 600 C 3 一般 市外

管 030000032 東機械工業（株） 代表取締役 永安　勉 福岡市博多区博多駅南４－１８－５ 592 C 3 一般 市外

管 040002925 （株）旺計社 代表取締役 寺田　朋嗣 北九州市小倉北区西港町９０－７ 573 C 3 一般 市外

タ 030001003 （株）宮本工業所 代表取締役 宮本　芳樹 富山市奥田新町１２－３ 1258  1 特定 市外
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タ 040000791 富士建設工業（株） 代表取締役 鳴海　利彦 新潟市北区島見町３３０７－１６ 1047  2 特定 市外

タ 040002878 虹技（株） 代表取締役 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 884  3 特定 市外

タ 040002531 （株）炉研 代表取締役 三浦　亨 秋田市茨島２－１－７ 796  1 特定 市外

鋼 040002524 （株）横河ブリッジ 福岡営業所 所長 高瀬　直弘 福岡市博多区博多駅東１－１７－２５ＫＤビル２Ｆ 1800  2 特定 市外

鋼 030000769 ＪＦＥエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 橋本　恭彦 福岡市博多区博多駅東２－７－２７ 1726  2 特定 市外

鋼 030000397 ショーボンド建設（株） 福岡営業所 福岡営業所長 原田　勝清 福岡市博多区比恵町９－２６ 1618  1 特定 市外

鋼 040002830 宮地エンジニアリング（株） 福岡営業所 所長 田頭　正臣 福岡市中央区長浜２－４－１ 1614  1 特定 市外

鋼 030001192 山九（株） 製造・調達部 部長 松尾　公靖 北九州市八幡西区築地町１０ 1497  1 特定 市外

鋼 030001615 日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株） 九州支社 支社長 汐満　哲広 福岡市博多区店屋町５－１８ 1446  1 特定 市外

鋼 030000165 川田建設（株） 九州支店 執行役員支店長 西村　修 福岡市博多区博多駅東２―５―１９ 1428  2 特定 市外

鋼 040000238 瀧上工業（株） 福岡営業所 所長 手塚　信一 福岡市中央区赤坂１－１２－６ 1423  1 特定 市外

鋼 020000609 電気興業（株） 九州支店 支店長 秋元　宏巳 福岡市早良区百道浜１－７－５ 1359  3 特定 市外

鋼 040002980 旭イノベックス（株） 九州営業所 所長 土田　智雄 福岡市西区姪浜駅南４－１２－１２　ワコービル２　２Ｆ 1292  1 特定 市外

鋼 040000863 矢田工業（株） 九州営業所 所長 青木　肇 福岡市博多区比恵町１－３０－２０６ 1273  1 特定 市外

鋼 030000983 （株）ミゾタ 福岡支店 支店長 山下　敬也 福岡市博多区東比恵３－１７－５ 1270  2 特定 市外

鋼 040002884 日本鉄塔工業（株） 福岡営業所 所長 酒田　辰也 福岡市中央区春吉１－７－１１ 1255  1 特定 市外

鋼 040005268 宇野重工（株） 九州営業所 所長 奥田　慎一 福岡市博多区博多駅前３－２－８住友生命博多ビル７Ｆ 1242  1 特定 市外

鋼 030001108 オリエンタル白石（株） 九州支店 支店長 山崎　直人 福岡市中央区天神４－２－３１ 1239  3 特定 市外

鋼 030000971 （株）丸島アクアシステム 九州支店 支店長 松本　伊佐男 福岡市博多区博多駅東１－１８－２５第五博多偕成ビル 1223  1 特定 市外

鋼 040002491 清本鉄工（株） 福岡支社 支社長 安藤　裕彦 福岡市博多区綱場町１－１　Ｄ－ＬＩＦＥＰＬＡＣＥ呉服町４Ｆ 1210  2 特定 市外

鋼 030000761 日東河川工業（株） 九州営業所 所長 牛嶋　直幹 福岡市博多区竹丘町１－５－３１ 1203  1 特定 市外

鋼 030000921 （株）フソウ 九州支店 支店長 森川　　和彦 福岡市博多区博多駅前２－１９－２４大博センタービル６Ｆ 1164  3 特定 市外

鋼 040000267 大同機工（株） 福岡営業所 所長 岡崎　幸一 福岡市中央区天神４ー１ー１７　博多天神ビル 1156  1 特定 市外

鋼 030001274 開成工業（株） 福岡営業所 所長 勝　信太郎 福岡市東区多の津２－４－５－２Ｆ 1152  1 特定 市外
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鋼 030001113 （株）名村造船所 福岡営業所 所長 白川　誠司 福岡市中央区天神３－２－２０ 1140  1 特定 市外

鋼 020000245 （株）協和製作所 福岡営業所 所長 小林　亮 福岡市博多区寿町２－４－２５ 1137  1 特定 市外

鋼 030000946 前澤工業（株） 九州支店 支店長 今田　和明 福岡市中央区天神１－１５－６綾杉ビル４Ｆ 1059  3 特定 市外

鋼 030001847 （株）乃村工藝社 代表取締役　社長執行役員 榎本　修次 港区台場２－３－４ 1058  3 特定 市外

鋼 040000977 東海鋼管（株） 福岡営業所 所長 岡田　学 福岡市博多区博多駅南４－３－９アバンダント８６　３０４ 1055  1 特定 市外

鋼 030001638 （株）テクアノーツ 福岡営業所 福岡営業所長 吉田　祐二郎 福岡市南区桧原７－１０－２５－４０５ 1008  3 特定 市外

鋼 030001488 日新産業（株） 代表取締役 辻　隆一郎 福岡市博多区月隈２－４－２ 1007  1 特定 市外

鋼 030000833 （株）乗富鉄工所 代表取締役 乘冨　銀藏 柳川市三橋町柳河９３４－４ 1000  1 特定 市外

鋼 040005259 山口産業（株） 代表取締役 山口　篤樹 多久市多久町３５５５－１２０ 988  2 特定 市外

鋼 040002882 直方工業（株） 代表取締役 篠崎　光繁 直方市溝堀２－７－１３ 954  1 一般 市外

鋼 040000968 （株）山九ロードエンジニアリング 代表取締役社長 前田　隆志 北九州市八幡西区築地町１０ 905  2 特定 市外

鋼 040002948 ニシダテクノサービス（株） 代表取締役 前田　優 宇土市松山町１９７４ 890  1 特定 市外

鋼 040005225 田中機電工業（株） 福岡営業所 福岡営業所長 浅野　勲 福岡市博多区東比恵３－４－２ 886  3 特定 市外

鋼 040002842 （株）プランテムタナカ 代表取締役 田中　義郎 鹿児島市七ツ島１－１－２６ 884  2 特定 市外

鋼 020000896 フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王１－１５－８ 877  3 一般 市外

鋼 040002917 内田工業（株） 代表取締役 内田　裕郎 名古屋市中川区好本町３－６７ 856  3 一般 市外

鋼 040000445 （株）サイト 代表取締役 田代　尚道 筑紫野市大字山口１９２９－７ 852  1 一般 市外

鋼 040000709 進栄工業（株） 代表取締役 馬場　茂 八女市馬場３７ 840  1 特定 市外

鋼 030001146 （株）オーツボ 代表取締役 大坪　とも子 柳川市大和町徳益７１１－２ 835  1 特定 市外

鋼 040002179 （株）ウシジマ 代表取締役 牛嶋　敏雄 朝倉郡筑前町三牟田２３３－１ 829  1 特定 市外

鋼 030001017 （株）森田鉄工所 九州営業支店 支店長 石崎　幸治 福岡市博多区博多駅前３－１０－２４ 811  3 特定 市外

鋼 030001131 （株）大川鉄工 代表取締役 三砂　豊博 大川市大字酒見５３５ 800  1 一般 市外

鋼 040002936 エスエスエンジニア（株） 代表取締役 谷口　学 直方市大字下境２１２３ 760  2 一般 市外

鋼 040004003 高宮鐵工（株） 代表取締役 高原　武彦 直方市知古１－６－１４ 752  1 一般 市外
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鋼 040000779 （株）ケイテック 福岡本店 本店長 市山　秀行 福岡市中央区赤坂１－１３ー１０　赤坂有楽ビル 736  3 特定 市外

鋼 040002821 タカオ（株） 代表取締役 高尾　典秀 福山市御幸町中津原１７８７－１ 719  3 一般 市外

鋼 040005008 立花鉄工建設（株） 代表取締役 平島　輝昭 八女市納楚６９７－１ 717  2 特定 市外

鋼 040000093 （株）オカベ工事 代表取締役 野見山　明美 飯塚市花瀬１０２－７２ 704  2 一般 市外

鋼 040005277 阪神動力機械（株） 代表取締役 田中　渉 大阪市此花区四貫島２ー２６ー７ 622  2 一般 市外

鋼 040002292 東筑エンジニアリング（株） 代表取締役 宇都　哲也 福岡市東区若宮５－１８－３２－１２１０ 605  3 一般 市外

ほ装 030000820 （株）ＮＩＰＰＯ 福岡統括事業所 所長 菊地　浩 福岡市博多区半道橋２ー１４ー２ 1947 A 1 特定 市外

ほ装 030000782 日本道路（株） 福岡営業所 所長 渡部　耕一 大野城市御笠川４－２－３ 1865 A 1 特定 市外

ほ装 030001096 東亜道路工業（株） 福岡営業所 所長 岩城　洋武 福岡市博多区西月隈６－３－２８ 1731 A 1 特定 市外

ほ装 020000957 松尾建設（株） 福岡支店 支店長 味志　聡 福岡市中央区薬院３－４－９ 1432 A 3 特定 市外

ほ装 030000838 長谷川体育施設（株） 九州支店 支店長 浅沼　寿哉 福岡市中央区大手門２－１－３４ 1419 A 2 特定 市外

ほ装 030000910 フジタ道路（株） 九州支店 支店長 田中　宏治 福岡市博多区下川端町１－１ 1396 A 1 特定 市外

ほ装 030000980 美津濃（株） 代表取締役社長 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 1263 A 2 特定 市外

ほ装 030000131 奥アンツーカ（株） 西日本支店 支店長 高橋　裕樹 福岡県福岡市博多区板付６－３－２４ 1209 A 2 特定 市外

ほ装 030001298 興亜建設工業（株） 大牟田支店 代表取締役大牟田支店 末吉　大吉 大牟田市日出町１ー４ー６ 1151 A 2 特定 市外

ほ装 030001506 岡本土木（株） 代表取締役 前田　英明 北九州市小倉北区貴船町９－１３ 1150 A 2 特定 市外

ほ装 040000802 日本体育施設（株） 九州営業所 所長 神倉　正法 福岡県福岡市南区大池１－２３－１５ 1134 A 2 特定 市外

ほ装 030000696 （株）中野建設 代表取締役 中野　武志 佐賀市水ケ江２－１１－２３ 1098 A 3 特定 市外

ほ装 020000465 瀬口舗道（株） 代表取締役 中原　秋義 みやま市瀬高町文廣１９４５－６２ 1064 A 1 特定 市外

ほ装 030000220 九州ニチレキ工事（株） 代表取締役 大住　晃 福岡市東区香椎浜ふ頭２－３－１７ 1062 A 1 特定 市外

ほ装 030000306 興和道路（株） 代表取締役 田中　隆臣 福岡市中央区平尾３－１６－１７ 1056 A 1 特定 市外

ほ装 040001076 （株）栗山建設 代表取締役 栗山　清規 鳥栖市立石町２０６６－２ 1038 A 3 特定 市外

ほ装 040000619 熊川工業（株） 代表取締役 熊川　大祐 福岡市東区水谷３－２６－２０ 1030 A 1 特定 市外

ほ装 040005150 （株）ＭＥＣＸ 代表取締役 真田　昭彦 さいたま市西区三橋６－７０ 1014 A 1 特定 市外
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ほ装 040000816 （株）久保工務店 福岡営業所 営業所長 鎌田　政治 福岡市博多区博多駅東２－５－２８　博多偕成ビル７０８ 990 A 2 特定 市外

ほ装 030001431 岩崎建設（株） 代表取締役 岩崎　成敏 福岡市中央区西中洲１２－２５ 954 A 3 特定 市外

ほ装 030000968 松山建設（株） 代表取締役 松山　孝義 福岡市中央区高砂２－２４－２３ 921 A 3 特定 市外

ほ装 040002039 （株）久保組 代表取締役 田中　トシヱ 朝倉市長渕７２５－１ 897 A 2 特定 市外

ほ装 030001016 森田建設（株） 代表取締役 森田　美由貴 柳川市西蒲池３８４－１ 897 A 1 特定 市外

ほ装 020000336 （株）才田組 代表取締役 才田　善之 福岡市博多区光丘町１－２－３０ 894 A 3 特定 市外

ほ装 040000865 西光建設（株） 代表取締役社長 高丘　利勝 福岡市東区馬出６－２－１８ 889 A 3 特定 市外

ほ装 040002184 武藤建設（株） 代表取締役 高尾　憲幸 朝倉市牛木５７９－１ 861 A 2 特定 市外

ほ装 040002611 やひめ建設（株） 代表取締役 大石　秀夫 八女市忠見２５５－１ 859 A 3 特定 市外

ほ装 040001292 のぼる技建（株） 代表取締役 竹下　啓悟 大牟田市萩尾町２－３４－１ 853 A 2 特定 市外

ほ装 040002044 （株）平田組 代表取締役 平田　立身 朝倉市甘木２０４７－２ 838 A 2 特定 市外

ほ装 040000756 （株）塩月工業 代表取締役 塩月　啓司 春日市大土居２－１３３ 835 A 2 特定 市外

ほ装 040005125 新開建設（株） 代表取締役 新開　延孝 柳川市三橋町中山２７ 804 A 3 特定 市外

ほ装 040000382 （株）広建 代表取締役 野中　吉文 八女郡広川町大字長延８３２－２ 790 A 3 特定 市外

ほ装 040000026 今別府産業（株） 福岡支店 支店長 村吉　裕樹 福岡市博多区井相田３－２５－１ 779 A 2 特定 市外

ほ装 030001406 平井スポーツ建設（株） 代表取締役 平井　秀文 福岡市東区箱崎１－３５－７ 765 A 2 特定 市外

ほ装 040005149 （有）日栄工業 代表取締役 森　崇史 大牟田市大字四ヶ５１３ 741 A 2 一般 市外

ほ装 040002411 （株）吉村組 代表取締役 吉村　敏 大川市大字坂井３０５－１ 726 A 2 特定 市外

ほ装 040002995 平成建設（株） 代表取締役 金子　正行 八女市蒲原１３７２－３ 721 A 3 特定 市外

ほ装 040000060 福東（株） 代表取締役 兼安　又次郎 福岡市博多区博多駅南３－２０－２１ 718 B 2 特定 市外

ほ装 030001453 （株）南組 代表取締役 南　由加里 小郡市松崎１６６－１ 716 B 2 特定 市外

ほ装 040005007 （株）上成 代表取締役 上村　信隆 朝倉市中３９－１ 711 B 2 特定 市外

ほ装 040000385 （株）熊丸組 代表取締役 熊丸　克巳 三潴郡大木町大字奥牟田８２７－６ 698 B 3 特定 市外

ほ装 040002003 （有）平井産業 代表取締役 家永　幸政 うきは市吉井町新治９０３－１ 693 B 3 特定 市外
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ほ装 040002069 川原興業（株） 浮羽支店 浮羽支店長 秋月　敏幸 うきは市浮羽町山北１２９２ 671 B 3 特定 市外

浚渫 030000992 みらい建設工業（株） 九州支店 執行役員支店長 野村　信二 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1342  2 特定 市外

浚渫 040002967 （株）エコ・テクノ 枚方支店 枚方支店長 高原　久 枚方市北山１－５４－５５ 787  2 特定 市外

浚渫 040000110 佐和屋産業（株） 代表取締役 眞鍋　朋美 筑紫野市大字山家４０５５－１ 720  2 一般 市外

浚渫 040002411 （株）吉村組 代表取締役 吉村　敏 大川市大字坂井３０５－１ 701  3 特定 市外

浚渫 040000714 （株）テクノユース 代表取締役 脇山　一春 福岡市城南区鳥飼５－７－１ 696  3 一般 市外

浚渫 030000284 （株）研進産業 代表取締役 高木　英範 福岡市博多区吉塚６－６－５９ 573  3 一般 市外

塗装 030000822 日本防蝕工業（株） 九州支店 支店長 當間　豊 福岡市中央区大宮１－４－３４ 1081 A 3 一般 市外

塗装 040005293 九州セキスイ商事インフラテック（株） 福岡支店 福岡支店長 吉岡　　栄一 福岡市博多区大博町１－２ 1037 A 2 特定 市外

塗装 030001559 ミカドコーポレーション（株） 代表取締役 田中　穣治 福岡市博多区金の隈２－１－５ 914 A 2 特定 市外

塗装 040000026 今別府産業（株） 福岡支店 支店長 村吉　裕樹 福岡市博多区井相田３－２５－１ 908 A 3 特定 市外

塗装 040000863 矢田工業（株） 九州営業所 所長 青木　肇 福岡市博多区比恵町１－３０－２０６ 869 A 3 特定 市外

塗装 040005263 大栄（株） 代表取締役 川村　一弘 北九州市小倉北区西港町６１－１３ 859 A 2 特定 市外

塗装 040002957 （株）九州標識 代表取締役 大塚　広貴 飯塚市伊川２９４ 839 A 2 特定 市外

塗装 030000839 （株）ハットリ 代表取締役 服部　伸児 福岡市博多区東那珂２－２－１１ 839 A 2 特定 市外

塗装 040002685 安藤工事（株） 代表取締役 永堀　直宏 福岡市南区清水２－９－６ 822 A 2 特定 市外

塗装 030000303 高奉産業（株） 代表取締役 信國　悦郎 福岡市東区土井２－２－２８ 819 A 2 一般 市外

塗装 030000206 九州興建（株） 代表取締役 柴田　冨美子 福岡市西区拾六町３－８－１０ 802 A 2 一般 市外

塗装 030000684 （株）コムカット 代表取締役 河口　幸史 福岡市南区的場２－２１－１ 787 A 2 一般 市外

塗装 040005176 岡部塗装（株） 代表取締役 岡部　龍祐 福岡市博多区奈良屋町１１ー８ 782 A 1 一般 市外

塗装 030000738 ニチハツ工業（株） 代表取締役 武藤　哲也 福岡市南区柳瀬２－１５－８ 767 A 2 特定 市外

塗装 040002764 （株）広田建創 代表取締役 廣田　郁人 筑紫野市武蔵３－２－２６ 753 A 2 特定 市外

塗装 030000703 鍋田塗装（株） 代表取締役 鍋田　啓 八女市黒木町木屋４０６８ 748 A 1 一般 市外

塗装 030001565 太陽工業（株） 代表取締役 岩谷　直子 福岡市南区弥永２－９－１８ 742 A 2 一般 市外
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塗装 040005292 （有）友栄 代表取締役 東　公彦 大野城市御笠川４－２－１１ 739 A 1 一般 市外

塗装 040005279 東洋建工（株） 代表取締役 河村　普剛 福岡市南区野多目２－３－２１ 722 A 3 特定 市外

塗装 040002061 （有）筑栄産業 代表取締役 田中　憲一 春日市ちくし台４－４９ 696 A 2 一般 市外

塗装 040005299 （株）Ｋ．Ｈ．Ｋ 代表取締役 岸川　敬太 飯塚市平恒６０４－１ 673 A 2 一般 市外

塗装 040000656 大栄産業（株） 代表取締役 船原　順二 田川市大字奈良１５８７－４ 662 B 3 一般 市外

塗装 030001082 （株）綿貫 筑後支店 支店長 綿貫　栄子 筑後市大字西牟田６３９２－６ 662 B 2 一般 市外

塗装 040002906 （株）栄住産業 代表取締役 宇都　和光 福岡市東区原田３－５－６ 651 B 2 一般 市外

塗装 040005273 （株）アプロテック 代表取締役 立石　光男 八女市蒲原２０５５－１ 632 B 2 一般 市外

塗装 040005134 光栄産業（株） 代表取締役 岩田　博之 福岡市南区曰佐３－３８－１５－１０７ 603 B 2 一般 市外

塗装 040005147 （株）ミライホーム 代表取締役 財木　孝生 福岡市南区日佐２－８－３ 591 B 2 一般 市外

塗装 040005260 （株）アーヴェルクリエイト 代表取締役 川原　司 福岡市早良区原３－１８－４０ 589 B 1 一般 市外

塗装 040002734 （有）野中塗装店 代表取締役 野中　浩 八女市納楚２７２ー１ 583 B 1 一般 市外

防水 040002685 安藤工事（株） 代表取締役 永堀　直宏 福岡市南区清水２－９－６ 1015  1 特定 市外

防水 040000665 日本ジッコウ（株） 代表取締役 佐藤　武司 神戸市西区南別府１－１４－６ 972  1 特定 市外

防水 040005263 大栄（株） 代表取締役 川村　一弘 北九州市小倉北区西港町６１－１３ 922  1 特定 市外

防水 030000172 （株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 920  2 特定 市外

防水 040002906 （株）栄住産業 代表取締役 宇都　和光 福岡市東区原田３－５－６ 897  1 一般 市外

防水 040000656 大栄産業（株） 代表取締役 船原　順二 田川市大字奈良１５８７－４ 848  2 一般 市外

防水 040005279 東洋建工（株） 代表取締役 河村　普剛 福岡市南区野多目２－３－２１ 823  1 特定 市外

防水 040002911 森田建設（株） 代表取締役社長 大山　繁久 宇佐市大字長洲５５４－５ 815  3 特定 市外

防水 030001082 （株）綿貫 筑後支店 支店長 綿貫　栄子 筑後市大字西牟田６３９２－６ 768  1 一般 市外

防水 030000839 （株）ハットリ 代表取締役 服部　伸児 福岡市博多区東那珂２－２－１１ 759  1 特定 市外

防水 040002764 （株）広田建創 代表取締役 廣田　郁人 筑紫野市武蔵３－２－２６ 755  3 特定 市外

防水 030002007 西戸崎興産（株） 代表取締役社長 坂本　博志 福岡市東区大岳２－１－１ 729  2 一般 市外
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防水 040005176 岡部塗装（株） 代表取締役 岡部　龍祐 福岡市博多区奈良屋町１１ー８ 727  2 一般 市外

防水 040005273 （株）アプロテック 代表取締役 立石　光男 八女市蒲原２０５５－１ 682  1 一般 市外

防水 030000703 鍋田塗装（株） 代表取締役 鍋田　啓 八女市黒木町木屋４０６８ 661  2 一般 市外

防水 040000880 筑水建設（株） 代表取締役 包行　二郎 うきは市吉井町富永１６１０－１ 645  3 特定 市外

防水 040002776 （有）同和化工 代表取締役 橋口　公芳 福岡市早良区重留６－９－１－２ 641  1 一般 市外

防水 040002845 （有）マツオカ 代表取締役 牛島　信之 福岡市西区今津５９３９ 624  1 一般 市外

防水 040002734 （有）野中塗装店 代表取締役 野中　浩 八女市納楚２７２ー１ 570  2 一般 市外

防水 040005147 （株）ミライホーム 代表取締役 財木　孝生 福岡市南区日佐２－８－３ 570  1 一般 市外

防水 040005260 （株）アーヴェルクリエイト 代表取締役 川原　司 福岡市早良区原３－１８－４０ 514  2 一般 市外

内装 030001847 （株）乃村工藝社 代表取締役　社長執行役員 榎本　修次 港区台場２－３－４ 1753  1 特定 市外

内装 020000564 大和ハウス工業（株） 福岡支社 支社長 民谷　秀人 福岡市博多区上牟田２－１１－２４ 1575  3 特定 市外

内装 040002782 （株）トータルメディア開発研究所 代表取締役 山村　健一郎 千代田区紀尾井町３－２３ 1177  1 特定 市外

内装 040001078 文化シヤッターサービス（株） 九州サービス支店 支店長 原口　祐二 福岡市博多区元町１―７－８　ＭＦビル２　１０２ 1170  2 一般 市外

内装 040002711 （株）ウチダテクノ 代表取締役 五木田　行男 江東区木場２－１７－１６　ビサイド木場１Ｆ 1054  1 特定 市外

内装 040005221 （株）九電工ホーム 代表取締役社長 高田　勝則 福岡市中央区高砂２－１０－１ 750  2 特定 市外

内装 040005155 ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 武蔵村山市伊奈平１－７０－２ 746  3 一般 市外

機械 030001063 三菱電機ビルソリューションズ（株） 九州支社 役員理事支社長 徳永　俊太郎 福岡市博多区住吉１－２－２５ 1889  1 特定 市外

機械 030000769 ＪＦＥエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 橋本　恭彦 福岡市博多区博多駅東２－７－２７ 1758  1 特定 市外

機械 030000850 （株）日立ビルシステム 西日本支社 支社長 檜山　仁 福岡市博多区上呉服町１０－１０ 1756  1 特定 市外

機械 040005030 東芝エレベータ（株） 九州支社 支社長 葛城　弘樹 福岡市中央区長浜２－４－１　東芝福岡ビル５Ｆ 1638  1 特定 市外

機械 030000856 日立造船（株） 九州支社 支社長 徳尾　真信 福岡市博多区博多駅前３－２－１ 1617  1 特定 市外

機械 030000138 オルガノ（株） 九州支店 九州支店長 岡田　敏行 福岡市中央区白金１－４－２ 1615  1 特定 市外

機械 030000268 （株）クボタ 九州支社 支社長 和田　季弘 福岡市博多区博多駅前３－２－８住友生命博多ビル 1611  1 特定 市外

機械 030000162 川崎重工業（株） 九州支社 支社長 長谷川　知行 福岡市博多区博多駅前１－４－１ 1595  2 特定 市外
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機械 040001249 メタウォーター（株） 九州営業部 部長 阪本　勝人 福岡市博多区店屋町５－１８ 1590  2 特定 市外

機械 030000100 （株）荏原製作所 九州支社 支社長 太田　賢一 福岡市博多区美野島１－２－８ＮＴビル 1585  1 特定 市外

機械 030001155 （株）神鋼環境ソリューション 九州支社 支社長 長谷川　收 福岡市博多区博多駅中央街１－１新幹線博多ビル 1571  1 特定 市外

機械 030001428 日本オーチス・エレベータ（株） 九州支店 支店長 御家瀬　典之 福岡市博多区博多駅南１－２－２３ 1542  1 特定 市外

機械 030000594 月島機械（株） 福岡支店 支店長 林　伊知郎 福岡市中央区荒戸２－１－５ 1541  1 特定 市外

機械 030000426 新明和工業（株） 流体事業部営業本部九州支店 支店長 西村　聡 福岡市博多区豊１－９－４３ 1537  1 特定 市外

機械 030000855 （株）日立製作所 九州支社 支社長 渋谷　貴弘 福岡市早良区百道浜２－１－１ 1537  2 特定 市外

機械 030000356 三機工業（株） 九州支店 執行役員支店長 川口　淳二 福岡市博多区博多駅前３－２－１ 1482  1 特定 市外

機械 030000611 （株）電業社機械製作所 九州支店 支店長 堤　雅嗣 福岡市博多区博多駅東２－１０－３５ 1478  1 特定 市外

機械 030001876 西日本プラント工業（株） 代表取締役社長 佐々木　有三 福岡市中央区高砂１－１０－１ 1476  1 特定 市外

機械 030000511 （株）タクマ 九州支店 支店長 栗山　雄一 福岡市中央区薬院１－１－１　薬院ビジネスガーデン３Ｆ 1472  2 特定 市外

機械 040001287 （株）日立プラントサービス 九州支店 支店長 沢田　健 福岡市博多区冷泉町２－１ 1444  1 特定 市外

機械 030000448 住友重機械エンバイロメント（株） 福岡支店 支店長 加島　喜裕 福岡市博多区店屋町８－３０ 1441  2 特定 市外

機械 040005117 （株）鶴見製作所 九州支店 支店長 奥村　八須夫 福岡市博多区榎田２－９－３０ 1436  1 特定 市外

機械 030001452 富士電機（株） 九州支社 支社長 豊留　昭宏 福岡市博多区店屋町５－１８ 1433  3 特定 市外

機械 030000682 （株）酉島製作所 九州支店 支店長 神田　昭憲 福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 1426  1 特定 市外

機械 030000055 （株）石垣 九州支店 支店長 吉武　隆浩 福岡市博多区博多駅前１－９ー３博多駅前シティビル９Ｆ 1405  1 特定 市外

機械 040000817 荏原実業（株） 広島事務所 所長 鈴木　裕之 広島市東区東蟹屋町１５－３ 1403  1 特定 市外

機械 030000994 三菱化工機（株） 九州支店 支店長 平下　誠一 福岡市東区箱崎４－５－２ 1402  1 特定 市外

機械 030000377 三精テクノロジーズ（株） 九州営業所 所長 兒玉　　秀隆 福岡市中央区天神４－１－３７ 1376  1 特定 市外

機械 040005205 （株）日立インダストリアルプロダクツ 西部支店 支店長 藤田　雄一 福岡市早良区百道浜２－１－１日立九州ビル９Ｆ 1358  1 特定 市外

機械 030000946 前澤工業（株） 九州支店 支店長 今田　和明 福岡市中央区天神１－１５－６綾杉ビル４Ｆ 1348  1 特定 市外

機械 030002022 （株）守谷商会 九州支店 支店長 菊次　宏泰 福岡市博多区祇園町２－１ 1334  1 特定 市外

機械 030001924 クボタ環境エンジニアリング（株） 九州支店 支店長 西森　正男 福岡市博多区博多駅前３－２－８ 1326  1 特定 市外
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機械 040005184 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 荒巻　敏美 福岡市中央区天神３－９－２５ 1305  1 特定 市外

機械 040005045 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 横浜市港北区大豆戸町２７５ 1278  2 特定 市外

機械 040000768 月島テクノメンテサービス（株） 九州支店 支店長 青木　勝幸 福岡市中央区荒戸２－１－５ 1278  1 特定 市外

機械 030000987 三井金属エンジニアリング（株） 九州支店 支店長 古賀　直樹 大牟田市大字唐船２１００ 1274  3 特定 市外

機械 030000932 古河産機システムズ（株） 九州支店 支店長 宮下　学 福岡市中央区大名２－１１－１３ 1272  1 特定 市外

機械 040001284 ヤンマーエネルギーシステム（株） 福岡支店 支店長 細　博明 福岡市博多区博多駅前１－２－５紙与博多ビル３Ｆ 1258  2 一般 市外

機械 030000921 （株）フソウ 九州支店 支店長 森川　　和彦 福岡市博多区博多駅前２－１９－２４大博センタービル６Ｆ 1257  2 特定 市外

機械 030000983 （株）ミゾタ 福岡支店 支店長 山下　敬也 福岡市博多区東比恵３－１７－５ 1252  1 特定 市外

機械 030001971 東芝インフラシステムズ（株） 九州支社 支社長 村田　茂 福岡市中央区長浜２－４－１ 1238  3 特定 市外

機械 040000740 （株）前澤エンジニアリングサービス 九州営業所 所長 石塚　一博 福岡市中央区天神１－１５－６ 1223  1 特定 市外

機械 040000490 （株）千代田組 九州支店 支店長 岩谷　博之 福岡市博多区博多駅前１－１－１　博多新三井ビル 1215  2 特定 市外

機械 030000680 巴工業（株） 福岡営業所 所長 三嶋　勝之 福岡市中央区天神３－９－３３　ＫＧ天神ビル５Ｆ 1208  1 特定 市外

機械 030001634 オルガノプラントサービス（株） 九州事業所 九州事業所長 田中　正弓 福岡市中央区白金２－１１－９　ＣＲ福岡ビル６Ｆ 1203  1 特定 市外

機械 030000789 日本エレベーター製造（株） 福岡営業所 所長 坂田　祥一 福岡市博多区東光２－３－１８ 1193  1 特定 市外

機械 030001061 理水化学（株） 福岡支店 取締役福岡支店長 森下　泰行 福岡市博多区博多駅東３－１１－２８ 1193  1 特定 市外

機械 030000435 水道機工（株） 九州支店 支店長 小泉　和昭 福岡市中央区天神３－１０－２０ 1184  1 特定 市外

機械 040002683 ＪＦＥ環境テクノロジー（株） 代表取締役 崎山　芳行 千葉市美浜区中瀬２－６－１ 1173  1 特定 市外

機械 030001608 石垣メンテナンス（株） 九州支店 支店長 池田　慎太郎 福岡市博多区博多駅前１－９－３ 1171  1 特定 市外

機械 040000962 （株）西原環境 九州支店 支店長 仲元寺　宣明 福岡市南区横手１－１２－４８ 1166  3 特定 市外

機械 030001003 （株）宮本工業所 代表取締役 宮本　芳樹 富山市奥田新町１２－３ 1166  2 特定 市外

機械 040002491 清本鉄工（株） 福岡支社 支社長 安藤　裕彦 福岡市博多区綱場町１－１　Ｄ－ＬＩＦＥＰＬＡＣＥ呉服町４Ｆ 1162  1 特定 市外

機械 040002517 積水アクアシステム（株） 代表取締役社長 植村　政孝 大阪市北区大淀中１－１－３０ 1156  1 特定 市外

機械 030000454 セイコー化工機（株） 福岡営業所 所長 渡邉　隆裕 北九州市小倉北区米町１－１－２１ 1141  1 特定 市外

機械 030000688 ドリコ（株） 福岡支店 支店長 濱崎　満雄 福岡市博多区博多駅南１－３－１１ 1140  1 特定 市外
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機械 040000791 富士建設工業（株） 代表取締役 鳴海　利彦 新潟市北区島見町３３０７－１６ 1131  1 特定 市外

機械 030000442 （株）菅原 福岡営業所 所長 今林　忠久 福岡市東区箱崎４－１５－３７ 1128  1 特定 市外

機械 040002980 旭イノベックス（株） 九州営業所 所長 土田　智雄 福岡市西区姪浜駅南４－１２－１２　ワコービル２　２Ｆ 1114  2 特定 市外

機械 030001186 協和機電工業（株） 福岡支店 支店長 冨本　英光 福岡市博多区博多駅前１－６－１６西鉄博多駅前ビル７Ｆ 1095  1 特定 市外

機械 040002843 （株）水機テクノス 九州支店 支店長 宮崎　龍一 福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 1095  1 特定 市外

機械 040000514 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 九州本部 執行役員九州本部長 平　隆則 福岡市博多区上牟田１－１７－１ 1092  3 一般 市外

機械 030000971 （株）丸島アクアシステム 九州支店 支店長 松本　伊佐男 福岡市博多区博多駅東１－１８－２５第五博多偕成ビル 1081  2 特定 市外

機械 030000242 共和化工（株） 福岡支店 支店長 山口　貴臣 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２ 1076  1 特定 市外

機械 040002908 メタウォーターサービス（株） 事業推進本部　西日本営業部 部長 鬼頭　伸郎 大阪市北区小松原町２―４　大阪富国生命ビル 1066  1 特定 市外

機械 040002922 シンフォニアエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 柿川　誠一 福岡市博多区博多駅前４－１３－６ 1056  2 一般 市外

機械 040005223 日本ギア工業（株） 福岡事業所 所長 中村　康孝 福岡市博多区中洲中島町２－３　福岡フジランドビル４Ｆ 1051  2 一般 市外

機械 040000267 大同機工（株） 福岡営業所 所長 岡崎　幸一 福岡市中央区天神４ー１ー１７　博多天神ビル 1050  2 特定 市外

機械 030000761 日東河川工業（株） 九州営業所 所長 牛嶋　直幹 福岡市博多区竹丘町１－５－３１ 1049  2 特定 市外

機械 030000580 中央エレベーター工業（株） 九州支店 支店長 廣田　和則 福岡市博多区東光２－１０－３ 1041  1 特定 市外

機械 040001103 エスエヌ環境テクノロジー（株） 代表取締役 辻　勝久 大阪市此花区西九条５－３－２８ 1034  2 特定 市外

機械 040005225 田中機電工業（株） 福岡営業所 福岡営業所長 浅野　勲 福岡市博多区東比恵３－４－２ 1030  1 特定 市外

機械 040002666 鎌長製衡（株） 代表取締役 鎌田　長明 高松市牟礼町牟礼２２４６ 1019  1 特定 市外

機械 030000830 野里電気工業（株） 九州支店 支店長 宮崎　秀和 北九州市八幡西区陣原３－２６－１０ 1005  3 一般 市外

機械 040002631 浅野アタカ（株） 九州支店 支店長 古賀　秀一 福岡市中央区白金２－１１－９ 1003  1 特定 市外

機械 040002902 光伸（株） 代表取締役社長 川崎　義徳 大阪市鶴見区鶴見６－９－２６ 1000  1 一般 市外

機械 020000245 （株）協和製作所 福岡営業所 所長 小林　亮 福岡市博多区寿町２－４－２５ 996  2 特定 市外

機械 040002740 （株）ケイ・イー・エス 福岡支店 取締役支店長 飯野　裕二 福岡市博多区博多駅東２－１８－３０　八重洲博多ビル６Ｆ 995  1 特定 市外

機械 030001899 ゼオライト（株） 代表取締役社長 嶋村　謙志 福岡市博多区那珂５－１－１１ 995  1 特定 市外

機械 040002956 備商（株） 代表取締役 上野　雅史 岡山市南区福成２－１９－６ 995  1 特定 市外
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機械 030001274 開成工業（株） 福岡営業所 所長 勝　信太郎 福岡市東区多の津２－４－５－２Ｆ 984  2 特定 市外

機械 040000402 （株）ウォーターテック 西日本支店 支店長 中村　幸男 福岡市博多区博多駅前１ー１８－６ 983  2 特定 市外

機械 040002682 新明和アクアテクサービス（株） 九州センター 所長 出口　恒二 福岡市博多区半道橋１－２－１ 971  1 一般 市外

機械 040005257 住友重機械精機販売（株） 福岡サービスセンター 所長 増井　秀克 福岡市博多区那珂３－１６－３０ 970  1 一般 市外

機械 030000360 （株）サンケン・エンジニアリング 代表取締役 筒　芳成 福岡市南区大楠２－１３－７ 969  1 特定 市外

機械 040000517 内外化学製品（株） 若松事業所 所長 池田　謙一 北九州市若松区南二島４－１３－７ 963  1 一般 市外

機械 040000070 極東サービス（株） 九州出張所 所長 曽和　功宏 福岡市南区高木１－４－１０ 953  1 一般 市外

機械 040002842 （株）プランテムタナカ 代表取締役 田中　義郎 鹿児島市七ツ島１－１－２６ 947  1 特定 市外

機械 030001017 （株）森田鉄工所 九州営業支店 支店長 石崎　幸治 福岡市博多区博多駅前３－１０－２４ 947  1 特定 市外

機械 030001333 飯塚電機工業（株） 福岡支店 支店長 三好　理 福岡市博多区博多駅東１－１３－９ 939  2 特定 市外

機械 040002878 虹技（株） 代表取締役 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 934  2 特定 市外

機械 030000686 （株）ドーワテクノス 環境システム営業部福岡営業部 部長 吉武　洋久 福岡市博多区博多駅東２－４－３１第５岡部ビル５Ｆ 929  1 特定 市外

機械 040002735 三精工事サービス（株） 九州支店 支店長 藤田　　満 福岡市博多区博多駅南４－８－２１ 925  1 特定 市外

機械 040005199 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 大阪市北区梅田１－１３－１大阪梅田ツインタワーズ・サウス 918  1 一般 市外

機械 030001947 （株）トーケミ 西部支店 支店長 嶋崎　慶一 福岡市博多区東光２－１７－１７ 912  2 一般 市外

機械 030001914 日本昇降機（株） 代表取締役 川口　勝正 福岡市博多区麦野４－７－６ 903  1 一般 市外

機械 030000273 蔵田工業（株） 代表取締役 蔵田　崇晴 福岡市南区大楠２－１２－１２ 895  1 特定 市外

機械 040002964 太新工業（株） 代表取締役 大水　静雄 京都郡苅田町鳥越町１－２６ 894  1 特定 市外

機械 040000553 日本トーター（株） 代表取締役社長 平田　和稔 港区港南２－１６－１ 891  3 特定 市外

機械 040000117 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 代表取締役社長 田伏　重成 大阪市北区同心１－７－１４ 887  1 特定 市外

機械 040005255 ＫＹＢステージエンジニアリング（株） 代表取締役 松井　紀人 津市雲出長常町１１２９－１１ 882  1 特定 市外

機械 040002706 （株）秀電社 代表取締役 秀嶋　克仁 福岡市博多区対馬小路９－２３ 878  1 特定 市外

機械 040002553 （株）タクマテクノス 代表取締役社長 辻　一徳 港区芝浦３－９－１ 878  2 特定 市外

機械 040002572 （株）九州日立 代表取締役 吉田　徳昭 福岡市早良区百道浜２－１－１ 875  3 一般 市外
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機械 030001260 （株）福岡九州クボタ 代表取締役 池浦　貞彦 福岡市南区野間１－１１－３６ 875  2 一般 市外

機械 030000007 アイム電機工業（株） 九州支店 支店長 荒木　智裕 遠賀郡水巻町猪熊１０－２－１６ 874  1 特定 市外

機械 040002662 （株）荏原電産 九州営業所 所長 廣瀬　栄治 福岡市博多区美野島１－２－８　ＮＴビル５Ｆ 865  2 特定 市外

機械 030001034 サノヤス・エンテック（株） 福岡支店 支店長 徳永　末徳 福岡市博多区東光２－２２－３５ 864  1 特定 市外

機械 030000833 （株）乗富鉄工所 代表取締役 乘冨　銀藏 柳川市三橋町柳河９３４－４ 864  2 一般 市外

機械 040002660 （株）伊藤鐵工所 九州支店 支店長 上村　心 大野城市川久保３－７－３５ 860  1 一般 市外

機械 020000008 （株）アイワ 福岡営業所 所長 立野　治樹 福岡市南区柳瀬２－３－２ 857  1 一般 市外

機械 040005277 阪神動力機械（株） 代表取締役 田中　渉 大阪市此花区四貫島２ー２６ー７ 852  1 一般 市外

機械 040005213 三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 大阪市大正区鶴町２－１５－２６ 851  1 特定 市外

機械 030000603 （株）テクネ 代表取締役 原　崇 福岡市博多区麦野１－１３－６ 851  1 特定 市外

機械 040002728 西日本クリスタル（株） 代表取締役 村上　泰之 福岡市早良区有田３－８－２５ 851  1 一般 市外

機械 040002859 （株）日本冷熱 代表取締役 石川　淳一 長崎市元船町１４－１０ 851  1 特定 市外

機械 030000455 （株）正興電機製作所 代表取締役社長 添田　英俊 福岡市博多区東光２－７－２５ 850  3 特定 市外

機械 010000016 鎌田バイオ・エンジニアリング（株） 代表取締役 鎌田　博文 福岡市博多区博多駅南３－２５－１ 846  1 特定 市外

機械 040002929 （株）三進ろ過工業 九州営業所 所長 中　裕一 福岡市博多区博多駅南３－５－１８ニッシンビル２０６号室 843  1 一般 市外

機械 040000116 東洋メンテナス（株） 代表取締役社長 尾曲　浩明 東大阪市本庄西１－１０－２４ 842  1 一般 市外

機械 040005218 水都工業（株） 代表取締役 伊藤　智和 海津市海津町馬目２７１ 840  1 特定 市外

機械 040000495 千代田計装（株） 代表取締役社長 壱崎　幸朗 福岡市早良区百道１－１８－２５ 831  2 一般 市外

機械 040000709 進栄工業（株） 代表取締役 馬場　茂 八女市馬場３７ 830  2 特定 市外

機械 040002720 （株）西部エレベーターサービス 代表取締役 千賀　洋平 北九州市小倉南区蜷田若園２－２－２ 830  1 一般 市外

機械 040001092 （株）東洋工熱 代表取締役 黒木　茂 福岡市東区多の津１ー１４ー１ 827  1 一般 市外

機械 030000541 大管工業（株） 代表取締役 中島　栄一 福岡市中央区平尾３－１－３ 818  1 特定 市外

機械 040002936 エスエスエンジニア（株） 代表取締役 谷口　学 直方市大字下境２１２３ 815  1 一般 市外

機械 040002031 第一施設工業（株） 代表取締役 松村　幸司 粕屋郡新宮町上府北３－９－２２ 814  1 一般 市外
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機械 030001852 電協産業（株） 代表取締役 日野　哲雄 北九州市戸畑区中原東４－２－１ 805  1 一般 市外

機械 030000282 （株）ケイ・エスクラフト工業 代表取締役 川口　敬介 福岡市城南区東油山６－５－２９ 804  1 特定 市外

機械 040001262 末松九機（株） 代表取締役 今福　正教 福岡市博多区美野島２－１－２９ 804  2 特定 市外

機械 030001146 （株）オーツボ 代表取締役 大坪　とも子 柳川市大和町徳益７１１－２ 799  3 一般 市外

機械 040002882 直方工業（株） 代表取締役 篠崎　光繁 直方市溝堀２－７－１３ 799  2 一般 市外

機械 040005062 （有）五和機電 代表取締役 田中　一郎 福岡市博多区東比恵３－４－２ 795  1 一般 市外

機械 030001098 千代田興産（株） 本社営業統括部 本社営業統括部長 佐藤　俊秀 福岡市中央区白金２－５－１６ 794  3 一般 市外

機械 040005155 ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 武蔵村山市伊奈平１－７０－２ 787  2 一般 市外

機械 030000083 内山体育施設（株） 代表取締役 原口　透 福岡市博多区博多駅南４－１７－１ 784  1 一般 市外

機械 040000133 （株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂２－１０－１ 782  1 一般 市外

機械 040000555 （株）アクアエンジニアリング 代表取締役 原　康彦 福岡市博多区寿町２－３－１５ 780  1 特定 市外

機械 030001488 日新産業（株） 代表取締役 辻　隆一郎 福岡市博多区月隈２－４－２ 779  2 一般 市外

機械 030001915 （株）福設 代表取締役社長 高場　康一 福岡市南区塩原４－１－７ 776  3 特定 市外

機械 040002779 三広工業（株） 代表取締役 庄井　弘樹 八尾市太田新町６－２６ 773  2 一般 市外

機械 040002816 （株）エース・ウォーター 代表取締役 川島　潤一郎 福岡市博多区上呉服町１－８北九州銀行呉服町ビル 772  2 特定 市外

機械 030000144 隔測計装（株） 代表取締役 鹿林　康男 福岡市南区寺塚１－２８－５ 772  3 特定 市外

機械 030001131 （株）大川鉄工 代表取締役 三砂　豊博 大川市大字酒見５３５ 767  2 一般 市外

機械 040002921 箱崎プラント工業（株） 代表取締役 野村　健志 福岡市東区箱崎ふ頭６－１０－２ 766  1 一般 市外

機械 040002697 三伸機設（株） 代表取締役 村上　元紀 福岡市南区大楠１－７－１５ 762  1 特定 市外

機械 040005198 ＮＣＤエスト（株） 代表取締役 上田　晋太郎 福岡市博多区博多駅南６－６－９ 753  2 一般 市外

機械 040000093 （株）オカベ工事 代表取締役 野見山　明美 飯塚市花瀬１０２－７２ 742  1 特定 市外

機械 040001295 （株）中央工作所 代表取締役 武田　晴雅 福岡市東区箱崎ふ頭６－１－５ 734  1 一般 市外

機械 040000411 （株）横手技研 代表取締役 川島　輝行 福岡市東区香椎駅前２－４－８ 723  1 一般 市外

機械 040002846 壽化工機（株） 代表取締役 佐藤　淳平 名古屋市瑞穂区豊岡通１－１４ 722  2 一般 市外
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機械 030001306 （有）高山製作所 代表取締役 高山　美喜男 柳川市大和町栄１０４ 720  1 一般 市外

機械 030000723 西日本体育施設（株） 代表取締役 今村　正男 筑後市大字野町７６７ 716  1 一般 市外

機械 040002999 福岡日信電子（株） 代表取締役 調　浩一 福岡市西区姪の浜４－１０－５ 707  2 一般 市外

機械 040002531 （株）炉研 代表取締役 三浦　亨 秋田市茨島２－１－７ 707  2 特定 市外

機械 040000973 （株）アセック 代表取締役 荒木　宣人 尼崎市南初島町１２－６ 703  2 一般 市外

機械 040002292 東筑エンジニアリング（株） 代表取締役 宇都　哲也 福岡市東区若宮５－１８－３２－１２１０ 703  1 一般 市外

機械 040005011 （株）ニチボー環境エンジニアリング 代表取締役 藤野　善規 福岡市博多区板付４－７－２８ 699  1 一般 市外

機械 040005023 （株）岡工務店 代表取締役 岡　照久 柳川市本町６８－９ 698  2 一般 市外

機械 040004003 高宮鐵工（株） 代表取締役 高原　武彦 直方市知古１－６－１４ 698  2 一般 市外

機械 040002909 コスモティエス（株） 代表取締役 古賀　昭彦 福岡市博多区西月隈６－４－５５ 693  3 一般 市外

機械 040005001 サンヨウ（株） 代表取締役 平木　利治 福岡市南区玉川町４－３０ 690  1 一般 市外

機械 040002179 （株）ウシジマ 代表取締役 牛嶋　敏雄 朝倉郡筑前町三牟田２３３－１ 685  2 一般 市外

機械 030001297 西日本オートメーション（株） 代表取締役 小貫　順 福岡市博多区堅粕４－２３－１２ 685  2 一般 市外

機械 040002841 遊景産業（株） 代表取締役 佐田　直樹 福岡市南区警弥郷１－１５－１０ 682  1 一般 市外

機械 030000032 東機械工業（株） 代表取締役 永安　勉 福岡市博多区博多駅南４－１８－５ 675  1 一般 市外

機械 030000149 カッパー工業（株） 代表取締役 冨田　悟志 福岡市中央区笹丘２－２２－３４ 670  1 一般 市外

機械 040005234 キュウセツＡＱＵＡ（株） 代表取締役 大野　征博 福岡市博多区博多駅東１－３－１０ 667  3 一般 市外

機械 040002499 日水産業（株） 関西事業所 所長 竹田　強 堺市中区伏尾４ 665  2 一般 市外

機械 030000185 （株）機工開発 代表取締役 中村　上総 福岡市東区社領２－１１－２５ 663  1 一般 市外

機械 040002821 タカオ（株） 代表取締役 高尾　典秀 福山市御幸町中津原１７８７－１ 663  1 一般 市外

機械 040000794 ダイハツディーゼル西日本（株） 代表取締役社長 藤澤　弘一 福岡市東区多の津２ー３ー１ 660  1 一般 市外

機械 040005207 西日本エレベータ（株） 代表取締役 工藤　正之 福岡市東区多の津４－６－４ 644  1 一般 市外

機械 040002925 （株）旺計社 代表取締役 寺田　朋嗣 北九州市小倉北区西港町９０－７ 626  2 一般 市外

機械 040002938 （株）荒新機工 代表取締役 新谷　匡人 一宮市小赤見戌亥７４ 603  1 一般 市外

　　　45 / 60 ページ



建設工事有資格者名簿（市外） 令和4年6月1日 作成

業種 業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
総合
評点

ランク
希望
順位

特定/
一般

市内外
区分

機械 040002485 （有）昌栄 代表取締役 高山　猛 柳川市大和町栄２２８－１ 577  1 一般 市外

機械 040000984 （株）九州体育施設 福岡営業所 福岡支店長 坂本　浩 福岡市博多区対馬小路１－１－３Ｆ 548  1 一般 市外

機械 040005135 （株）環境技研 代表取締役 原　正泰 福岡市博多区麦野１－１３－６ 518  1 一般 市外

電通 040005289 日本コムシス（株） 九州支店 支店長 上村　幸太郎 福岡市博多区千代２－１５ー１２ 1874  1 特定 市外

電通 030000249 エクシオグループ（株） 九州支店 執行役員九州支店長 渡辺　光政 福岡市南区玉川町７－８ 1865  1 特定 市外

電通 030000656 （株）ミライト 九州支店 支店長 福島　弘典 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1840  2 特定 市外

電通 030000255 （株）きんでん 九州支社 常務執行役員支社長 吉田　靖 福岡市博多区祇園町７－２０　博多祇園センタープレイス５Ｆ 1822  2 特定 市外

電通 030000775 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 九州支店 支店長 磯野　文明 福岡市中央区天神１－１０－２０ 1780  1 特定 市外

電通 030000774 日本電気（株） 九州支社 支社長 入佐　健一 福岡市中央区天神１－１０－２０ 1739  1 特定 市外

電通 030000181 （株）関電工 九州支店 支店長 永翁　広志 福岡市中央区薬院１－１－１薬院ビジネスガーデン４Ｆ 1737  2 特定 市外

電通 040001075 パナソニックコネクト（株） 現場ソリューションカンパニー九州社 社長 古賀　司郎 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1715  1 特定 市外

電通 030000777 西日本電信電話（株） 九州支店 執行役員九州支店長 梶原　全裕 福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 1638  1 特定 市外

電通 030001971 東芝インフラシステムズ（株） 九州支社 支社長 村田　茂 福岡市中央区長浜２－４－１ 1630  2 特定 市外

電通 030000384 サンワコムシスエンジニアリング（株） 九州支店 九州支店長 米澤　哲 福岡市博多区千代２－１５－１２ 1628  1 特定 市外

電通 030001984 日本電設工業（株） 九州支店 執行役員支店長 加藤　大蔵 福岡市博多区比恵町１３－７ 1610  2 特定 市外

電通 030000999 三菱電機（株） 九州支社 支社長 真釼　康治 福岡市中央区天神２－１２－１（天神ビル） 1589  2 特定 市外

電通 030000855 （株）日立製作所 九州支社 支社長 渋谷　貴弘 福岡市早良区百道浜２－１－１ 1583  3 特定 市外

電通 030000449 住友電設（株） 九州支店 支店長 池田　啓一郎 福岡市博多区下川端町１－１　明治通りビジネスセンター７Ｆ 1582  2 特定 市外

電通 030000825 日本無線（株） 九州支社 支社長 鈴木　工 福岡市博多区綱場町４－１ 1578  1 特定 市外

電通 040005060 ネットワンシステムズ（株） 代表取締役 竹下　隆史 千代田区丸の内２－７－２　ＪＰタワー 1521  1 特定 市外

電通 030000624 （株）トーエネック 九州支社 支社長 田中　大輔 福岡市博多区博多駅東３－１２－１ 1517  2 特定 市外

電通 030000460 西部電気工業（株） 代表取締役社長 熊本　敏彦 福岡市博多区博多駅東３－７－１ 1508  2 特定 市外

電通 040000737 （株）日立国際電気 九州支店 支店長 友野　守 福岡市博多区博多駅東２－１３－３４ 1494  1 特定 市外

電通 030001270 （株）ＮＨＫテクノロジーズ 福岡総支社 総支社長 嶋田　豊秋 福岡市中央区六本松１－１－１０ 1478  1 特定 市外
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電通 030000587 （株）中電工 九州支社 支社長 阿部　洋志 福岡市中央区薬院３－６－２０ 1469  3 特定 市外

電通 040005203 ＯＫＩクロステック（株） 九州支社 支社長 白濱　勝 福岡市南区向野２－９－２６ 1459  1 特定 市外

電通 030001452 富士電機（株） 九州支社 支社長 豊留　昭宏 福岡市博多区店屋町５－１８ 1443  2 特定 市外

電通 040002919 綜合警備保障（株） 福岡支社 福岡支社長 山下　恒夫 糟屋郡志免町別府北４－２－２０ 1433  1 一般 市外

電通 040005281 富士通Ｊａｐａｎ（株） 福岡支社 支社長 渡辺　利政 福岡市博多区東比恵３－１－２ 1428  1 特定 市外

電通 030001410 （株）富士通ゼネラル 九州情報通信ネットワーク営業部 部長 小美濃　幹則 福岡市南区横手１－１２－４５ 1427  1 特定 市外

電通 040000047 （株）ＳＹＳＫＥＮ 福岡支社 支社長 宇野　浩道 福岡市博多区千代２－１５－１２ 1426  1 特定 市外

電通 040001249 メタウォーター（株） 九州営業部 部長 阪本　勝人 福岡市博多区店屋町５－１８ 1425  3 特定 市外

電通 020000609 電気興業（株） 九州支店 支店長 秋元　宏巳 福岡市早良区百道浜１－７－５ 1417  1 特定 市外

電通 030000129 沖電気工業（株） 九州支社 支社長 藤森　貴志 福岡県福岡市中央区天神２－１３－７ 1405  1 特定 市外

電通 030001013 （株）明電舎 九州支店 支店長 小室　　直人 福岡市博多区住吉５－５－３ 1383  2 特定 市外

電通 040002550 （株）ＮＴＴドコモ 九州支社 執行役員　九州支社長 齋藤　武 福岡市中央区渡辺通２－６－１ 1379  1 特定 市外

電通 030000646 東邦電気工業（株） 九州支店 執行役員九州支店長 佐藤　千修 福岡市博多区板付７－１０－２７ 1373  2 特定 市外

電通 030001356 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 代表取締役社長 本間　洋 江東区豊洲３－３－３ 1370  1 特定 市外

電通 040002875 横河ソリューションサービス（株） 九州支店 支店長 横須賀　智章 福岡市博多区御供所町３－２１ 1370  2 特定 市外

電通 030000923 扶桑電通（株） 九州支店 執行役員支店長 尾崎　圭吾 福岡市博多区博多駅前１－１８－７ 1358  1 特定 市外

電通 030000292 コイト電工（株） 九州支店 支店長 石田　透 福岡市博多区博多駅南２－９－１１ 1324  1 特定 市外

電通 030001398 ニシム電子工業（株） 福岡支店 支店長 山崎　庄次 福岡市中央区渡辺通２－９－２２ 1322  1 特定 市外

電通 040000023 ＮＥＣフィールディング（株） 筑後佐賀支店 筑後佐賀支店長 加来　誠 佐賀市駅前中央１－９―３８ 1315  2 特定 市外

電通 040000514 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 九州本部 執行役員九州本部長 平　隆則 福岡市博多区上牟田１－１７－１ 1283  2 特定 市外

電通 030000641 東芝プラントシステム（株） 九州支社 支社長 杉本　誠 福岡市中央区長浜２－４－１ 1270  2 特定 市外

電通 040000076 ＪＲ九州電気システム（株） 代表取締役 小林　宰 福岡市博多区冷泉町４－１７ 1233  2 特定 市外

電通 040005278 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株） 九州支社 九州支社長 久保田　浩二 福岡市博多区博多駅前１－１７―２１ 1231  1 特定 市外

電通 030000275 栗原工業（株） 九州支店 支店長 松浦　良一 福岡市博多区下呉服町２－２９ 1224  3 特定 市外
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電通 030002020 岩崎電気（株） 福岡営業所 所長 原田　淳士 福岡市博多区美野島１－２－８ 1215  2 特定 市外

電通 040002738 富士通フロンテック（株） 代表取締役社長 川上　博矛 稲城市矢野口１７７６ 1188  1 特定 市外

電通 030000637 東光電気工事（株） 九州支社 支社長 山中　良平 福岡市中央区薬院３－１５－６ 1178  2 特定 市外

電通 040000109 ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 福岡営業所 取締役福岡ビジネス営業部長 中村　哲 福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 1176  1 特定 市外

電通 040005208 （株）川北電工 福岡支店 福岡支店長 古賀　博文 福岡市中央区渡辺通２－８－２８ 1169  1 特定 市外

電通 040005045 アマノ（株） 代表取締役 津田　博之 横浜市港北区大豆戸町２７５ 1168  3 特定 市外

電通 040002058 ジャトー（株） 九州営業所 副所長 福久　友己 福岡市博多区豊１－４－２５ 1145  1 特定 市外

電通 030001365 ヤマハサウンドシステム（株） 福岡営業所 所長 青井　隆昌 福岡市博多区博多駅前３－２８－３ 1142  1 特定 市外

電通 040002864 ＪＲＣシステムサービス（株） 九州支店 支店長 坪内　潔 福岡市博多区綱場町４－１ 1138  1 特定 市外

電通 040000127 （株）電盛社 福岡支店 取締役福岡支店長 久保田　賢二 福岡市南区那の川１－３－６ 1126  2 特定 市外

電通 040002818 富士電機ＩＴソリューション（株） 福岡支店 支店長 三島　清治 福岡市博多区店屋町５－１８ 1124  1 一般 市外

電通 030000455 （株）正興電機製作所 代表取締役社長 添田　英俊 福岡市博多区東光２－７－２５ 1114  2 特定 市外

電通 040002990 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 九州営業所 所長 下山　治 福岡市博多区博多駅東２－１３－３４ 1076  1 特定 市外

電通 040002232 日米電子（株） 代表取締役社長 湯淺　米男 福岡市中央区大宮１－３－１０ 1059  1 特定 市外

電通 040000553 日本トーター（株） 代表取締役社長 平田　和稔 港区港南２－１６－１ 1048  1 特定 市外

電通 030000875 ヒビノスペーステック（株） 九州営業所 所長 浦崎　仁裕 福岡市中央区長浜１－１－１ＫＢＣビル９Ｆ 1031  1 特定 市外

電通 030000815 （株）日本電子 代表取締役 梅本　享祐 福岡市南区折立町５－５９ 1012  1 特定 市外

電通 040000319 （株）映像システム 福岡営業所 所長 稲津　義大 福岡市博多区博多駅南１－２－１５　事務機ビル４Ｆ 998  1 一般 市外

電通 030001275 セイコータイムクリエーション（株） 九州営業所 所長 矢ヶ部　潔 福岡市博多区博多駅１－４－４ 990  1 特定 市外

電通 030001008 （株）明興テクノス 福岡支店 支店長 弓指　太 福岡市東区社領１－９－１６ 989  2 特定 市外

電通 040005192 （株）アセント 代表取締役 木越　健二 港区芝浦４－１６－２３ 968  1 特定 市外

電通 040000103 旭陽電気（株） 代表取締役 田口　剛 福岡市博多区東比恵３－１５－２７ 946  1 一般 市外

電通 020000896 フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王１－１５－８ 922  1 一般 市外

電通 030001128 （株）サン電工社 代表取締役 土井　隆太郎 福岡市中央区鳥飼２－６－５１ 905  2 特定 市外
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電通 030001855 （株）九州テン 福岡本社 システムソリューション事業本部長 中尾　達郎 福岡市博多区博多駅前２－１９－２７九勧博多駅前ビル７Ｆ 890  1 一般 市外

電通 030000830 野里電気工業（株） 九州支店 支店長 宮崎　秀和 北九州市八幡西区陣原３－２６－１０ 876  2 一般 市外

電通 030000144 隔測計装（株） 代表取締役 鹿林　康男 福岡市南区寺塚１－２８－５ 874  2 特定 市外

電通 030000804 （株）ＪＰＦ 代表取締役 渡辺　俊太郎 千代田区富士見２－４－１１ 871  1 一般 市外

電通 040002927 ベネックスソリューションズ（株） 代表取締役 宮地　博文 福岡市博多区榎田２－１－１８ 857  1 一般 市外

電通 040005025 矢木コーポレーション（株） 代表取締役 矢木　健一 長野市真島町川合２０３６ 835  2 特定 市外

電通 040001260 （株）リオス 代表取締役 高山　幸治 福岡市博多区井相田２－８－１５ 832  2 一般 市外

電通 040002711 （株）ウチダテクノ 代表取締役 五木田　行男 江東区木場２－１７－１６　ビサイド木場１Ｆ 829  3 一般 市外

電通 030001098 千代田興産（株） 本社営業統括部 本社営業統括部長 佐藤　俊秀 福岡市中央区白金２－５－１６ 819  2 特定 市外

電通 030001147 （株）西日本電波サービス 代表取締役 野村　庄次 福岡市東区筥松１－１１－３ 804  1 特定 市外

電通 040002028 （株）創電 代表取締役 井上　毅彦 福岡市中央区那の川２－７－７ 794  1 一般 市外

電通 030000369 三交電気工事（株） 代表取締役 松尾　実 福岡市南区横手３－１４－１５ 789  2 特定 市外

電通 030001898 九州システム産業（株） 代表取締役 古賀　兼文 筑後市大字中折地２９３－１ 778  2 一般 市外

電通 040000945 トータリゼータエンジニアリング（株） 代表取締役 中三川　和則 品川区南大井６－２０－１４ 778  2 特定 市外

電通 040000487 九有電子工業（株） 代表取締役 末廣　浩一 福岡市早良区田隈２－２４－１７ 769  1 一般 市外

電通 040002512 （株）エヌ・ティ・ティ・データ九州 代表取締役 佐藤　歩 福岡市博多区博多駅前１－１７ー２１ 759  1 特定 市外

電通 040002787 （株）福岡電設 代表取締役 南里　昭男 福岡市南区大楠２－８－１８ 758  1 一般 市外

電通 030000023 朝日無線（株） 代表取締役 今村　哲朗 福岡市中央区薬院１－４－５ 755  1 一般 市外

電通 040000125 アユミ電業（株） 代表取締役 今村　貴士 福岡市博多区光丘町２－３－８ 740  2 一般 市外

電通 040000973 （株）アセック 代表取締役 荒木　宣人 尼崎市南初島町１２－６ 738  1 特定 市外

電通 040005239 荒木電設（有） 代表取締役 荒木　林司 大川市大字下牟田口７７３－１ 733  2 一般 市外

電通 040000788 テクノシステム（株） 代表取締役 梅田　公平 福岡市博多区井相田３－７－１２ 731  2 一般 市外

電通 040005219 宮本電機（株） 代表取締役 宮本　憲 佐世保市三川内新町８－９ 727  2 一般 市外

電通 030000360 （株）サンケン・エンジニアリング 代表取締役 筒　芳成 福岡市南区大楠２－１３－７ 722  2 一般 市外
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電通 030001297 西日本オートメーション（株） 代表取締役 小貫　順 福岡市博多区堅粕４－２３－１２ 714  3 一般 市外

電通 040002999 福岡日信電子（株） 代表取締役 調　浩一 福岡市西区姪の浜４－１０－５ 711  3 一般 市外

電通 040001282 情報機器エンジニアリング（株） 代表取締役社長 宮崎　博永 福岡市博多区中呉服町５－１４ 697  1 一般 市外

電通 040005171 （株）浜田 代表取締役 濱田　勝己 春日市一の谷４－１０ 697  2 一般 市外

電通 030000612 （株）電友社 代表取締役 森　　崇紀 福岡市中央区白金１ー１７ー２１ 696  3 一般 市外

電通 030000090 栄共電設（株） 代表取締役 安東　泰信 福岡市博多区金の隈２－３－１２ 686  2 一般 市外

電通 030001181 上内電気（株） 代表取締役 境　のり子 福岡市中央区舞鶴３－６－２３ 668  2 一般 市外

電通 040005130 興和電気工事（株） 代表取締役 坂本　辰海 福岡市中央区大手門３－１４－２５ 667  2 一般 市外

電通 040005216 （株）コネクト三恵 取締役社長 小山田　博嗣 福岡市博多区西月隈３－３－６６　西月隈倉庫事務所１号室 655  1 一般 市外

電通 040000930 九信電設（株） 代表取締役 黒木　善崇 福岡市東区千早１－３５－１１ 639  2 一般 市外

電通 040002791 ネットワーク（株） 代表取締役 黒田　英己 浜松市東区篠ヶ瀬町５５４－４ 635  1 一般 市外

電通 040005253 （株）創新 代表取締役 田中　亨 鳥栖市村田町８４０－５ 594  2 一般 市外

電通 040002781 （株）堀内電気 代表取締役 堀内　重夫 福岡市博多区浦田１－５－４６ 563  2 一般 市外

電通 040005055 （株）小郡通信 代表取締役 藤戸　祐介 小郡市三沢３９０１ー７ 555  1 一般 市外

造園 040000802 日本体育施設（株） 九州営業所 所長 神倉　正法 福岡県福岡市南区大池１－２３－１５ 1115 A 3 特定 市外

造園 030000131 奥アンツーカ（株） 西日本支店 支店長 高橋　裕樹 福岡県福岡市博多区板付６－３－２４ 1104 A 3 特定 市外

造園 030000980 美津濃（株） 代表取締役社長 水野　明人 大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 1080 A 3 特定 市外

造園 040000953 木下緑化建設（株） 代表取締役社長 木下　浩市 福岡市南区長丘３－１３－２７ 996 A 1 特定 市外

造園 030001820 コウフ・フィールド（株） 代表取締役 加治木　英隆 福岡市博多区東那珂２－１９－２５ 972 A 2 特定 市外

造園 030000224 （株）九州緑化産業 代表取締役 坪井　真二 福岡市東区下原４－１６－３６ 958 A 3 特定 市外

造園 040002917 内田工業（株） 代表取締役 内田　裕郎 名古屋市中川区好本町３－６７ 949 A 1 一般 市外

造園 040002986 （株）ファイブ 代表取締役 青　和彦 福岡市博多区千代１－１７－１ 917 A 1 特定 市外

造園 030000315 国土防災技術（株） 福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町１－２－３ 904 A 3 一般 市外

造園 030000673 （株）都市造園 代表取締役 都地　輝樹 福岡市中央区渡辺通５－４－３ 882 A 1 特定 市外
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造園 030001406 平井スポーツ建設（株） 代表取締役 平井　秀文 福岡市東区箱崎１－３５－７ 746 A 3 特定 市外

造園 040002909 コスモティエス（株） 代表取締役 古賀　昭彦 福岡市博多区西月隈６－４－５５ 730 A 2 特定 市外

造園 040002890 大久保体器（株） 代表取締役 安田　透 岡山市東区鉄４０９ 723 B 2 特定 市外

造園 040005170 （株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城５－２１ー２１ 553 B 1 一般 市外

造園 040000984 （株）九州体育施設 福岡営業所 福岡支店長 坂本　浩 福岡市博多区対馬小路１－１－３Ｆ 541 B 2 一般 市外

井戸 030000793 日本基礎技術（株） 九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘５－２８－６ 1074  2 一般 市外

井戸 030000688 ドリコ（株） 福岡支店 支店長 濱崎　満雄 福岡市博多区博多駅南１－３－１１ 1009  3 特定 市外

井戸 030000821 （株）ニチボー 代表取締役 藤井　浩三 福岡市博多区板付４－７－２８ 874  2 一般 市外

井戸 030000813 日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 803  2 特定 市外

井戸 030001899 ゼオライト（株） 代表取締役社長 嶋村　謙志 福岡市博多区那珂５－１－１１ 800  3 一般 市外

井戸 040002747 （株）カミナガ 本社 取締役本社長 本田　陽一 福岡市博多区東比恵２－７－１３ 794  2 一般 市外

井戸 030000422 新日本グラウト工業（株） 代表取締役 原田　軍治 福岡市南区清水１－１５－１８ 771  2 一般 市外

井戸 030000536 大栄開発（株） 福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町９－１３山王日吉ビル１Ｆ 755  2 一般 市外

井戸 040002542 （株）高木ボーリング 代表取締役 高木　雅之 大牟田市南船津町２－１－８ 753  1 一般 市外

井戸 040000030 新地研工業（株） 代表取締役 橋本　孝太郎 福岡市東区原田１－４２－４１ 661  1 一般 市外

建具 040001078 文化シヤッターサービス（株） 九州サービス支店 支店長 原口　祐二 福岡市博多区元町１―７－８　ＭＦビル２　１０２ 1401  1 一般 市外

建具 040000020 寺岡オートドア（株） 佐賀営業所 所長 今西　泰臣 佐賀市巨勢町牛島２０１－１ 830  1 一般 市外

建具 040002608 豊建設工業（株） 代表取締役社長 梶原　雄一 中津市是則１３０６ 660  3 一般 市外

水道 030000394 清水建設（株） 九州支店 執行役員支店長 坂尾　彰信 福岡市中央区渡辺通３－６－１１ 1716 A 3 特定 市外

水道 030000490 大成建設（株） 九州支店 理事支店長 西河　誠 福岡市博多区住吉４－１ー２７ 1710 A 3 特定 市外

水道 030000268 （株）クボタ 九州支社 支社長 和田　季弘 福岡市博多区博多駅前３－２－８住友生命博多ビル 1580 A 2 特定 市外

水道 030000950 前田建設工業（株） 九州支店 常務執行役員支店長 尾付野　誠 福岡市博多区博多駅東２－１４－１ 1579 A 3 特定 市外

水道 030000675 戸田建設（株） 九州支店 執行役員支店長 畑中　靖博 福岡市中央区天神２－１３－７ 1542 A 3 特定 市外

水道 030000836 （株）安藤・間 九州支店 執行役員支店長 五所　久和 福岡市中央区大名１―８―１０ 1530 A 3 特定 市外
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水道 030000909 （株）フジタ 九州支店 支店長 安東　則好 福岡市博多区下川端町１－１ 1504 A 3 特定 市外

水道 030000299 （株）鴻池組 九州支店 執行役員支店長 川端　陽一 福岡市中央区大名１－１４－４５ 1467 A 3 特定 市外

水道 030000769 ＪＦＥエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 橋本　恭彦 福岡市博多区博多駅東２－７－２７ 1461 A 3 特定 市外

水道 030000556 大日本土木（株） 九州支店 支店長 中山　努 福岡市中央区大手門２－１－３４ 1416 A 3 特定 市外

水道 030000988 三井住友建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 柴田　雅俊 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1416 A 3 特定 市外

水道 030000733 西松建設（株） 九州支社 常務執行役員支店長 吉田　卓生 福岡市中央区薬院１－１４－５ 1398 A 3 特定 市外

水道 030000448 住友重機械エンバイロメント（株） 福岡支店 支店長 加島　喜裕 福岡市博多区店屋町８－３０ 1385 A 1 特定 市外

水道 030000856 日立造船（株） 九州支社 支社長 徳尾　真信 福岡市博多区博多駅前３－２－１ 1373 A 2 特定 市外

水道 030000132 （株）奥村組 福岡支店 支店長 平野　正人 福岡市中央区薬院１―１３―８　九電不動産ビル５Ｆ 1367 A 3 特定 市外

水道 030000034 （株）安部日鋼工業 九州支店 取締役支店長 進藤　明彦 福岡市博多区博多駅東１－１２－６ 1364 A 2 特定 市外

水道 030001155 （株）神鋼環境ソリューション 九州支社 支社長 長谷川　收 福岡市博多区博多駅中央街１－１新幹線博多ビル 1359 A 2 特定 市外

水道 030000946 前澤工業（株） 九州支店 支店長 今田　和明 福岡市中央区天神１－１５－６綾杉ビル４Ｆ 1351 A 2 特定 市外

水道 030000921 （株）フソウ 九州支店 支店長 森川　　和彦 福岡市博多区博多駅前２－１９－２４大博センタービル６Ｆ 1350 A 1 特定 市外

水道 030000356 三機工業（株） 九州支店 執行役員支店長 川口　淳二 福岡市博多区博多駅前３－２－１ 1349 A 3 特定 市外

水道 030000138 オルガノ（株） 九州支店 九州支店長 岡田　敏行 福岡市中央区白金１－４－２ 1346 A 2 特定 市外

水道 030000800 日本国土開発（株） 九州支店 支店長 草野　康成 福岡市博多区上呉服町１０－１ 1346 A 3 特定 市外

水道 030000891 （株）福田組 九州支店 執行役員支店長 湯上　聡 福岡市博多区博多駅南３－７－３５ 1342 A 3 特定 市外

水道 030000557 大豊建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 田中　浩一 福岡市博多区博多駅南５－２４－１６ 1341 A 3 特定 市外

水道 030000327 青木あすなろ建設（株） 九州支店 支店長 大石　雅俊 福岡市博多区博多駅前１―１９―３ 1318 A 3 特定 市外

水道 030000682 （株）酉島製作所 九州支店 支店長 神田　昭憲 福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 1316 A 2 特定 市外

水道 030000014 （株）淺沼組 九州支店 執行役員支店長 江崎　彰夫 福岡市博多区博多駅東３－１４－１ 1315 A 3 特定 市外

水道 040005184 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 荒巻　敏美 福岡市中央区天神３－９－２５ 1308 A 2 特定 市外

水道 030000594 月島機械（株） 福岡支店 支店長 林　伊知郎 福岡市中央区荒戸２－１－５ 1307 A 2 特定 市外

水道 030000100 （株）荏原製作所 九州支社 支社長 太田　賢一 福岡市博多区美野島１－２－８ＮＴビル 1305 A 2 特定 市外
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水道 030000678 飛島建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 曽我部　真也 福岡市中央区渡辺通５－１４－１２ 1303 A 3 特定 市外

水道 040000817 荏原実業（株） 広島事務所 所長 鈴木　裕之 広島市東区東蟹屋町１５－３ 1286 A 3 特定 市外

水道 030000929 （株）不動テトラ 九州支店 執行役員支店長 佐藤　敬 福岡市博多区博多駅前４ー１－１ 1281 A 2 特定 市外

水道 030000467 （株）錢高組 九州支店 執行役員支店長 野間　栄喜 福岡市博多区店屋町２－１６ 1274 A 3 特定 市外

水道 030001615 日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株） 九州支社 支社長 汐満　哲広 福岡市博多区店屋町５－１８ 1271 A 2 特定 市外

水道 030001006 村本建設（株） 九州支店 支店長 松井　淳 福岡市博多区中洲中島町２―３ 1270 A 3 特定 市外

水道 030000994 三菱化工機（株） 九州支店 支店長 平下　誠一 福岡市東区箱崎４－５－２ 1267 A 2 特定 市外

水道 030000435 水道機工（株） 九州支店 支店長 小泉　和昭 福岡市中央区天神３－１０－２０ 1262 A 2 特定 市外

水道 030000344 佐藤工業（株） 九州支店 執行役員支店長 中村　豊彦 福岡市博多区千代１－１７－１ 1242 A 3 特定 市外

水道 030000269 （株）熊谷組 九州支店 執行役員支店長 宮脇　悟 福岡市中央区渡辺通４ー１０ー１０ 1232 A 3 特定 市外

水道 030000055 （株）石垣 九州支店 支店長 吉武　隆浩 福岡市博多区博多駅前１－９ー３博多駅前シティビル９Ｆ 1229 A 2 特定 市外

水道 030000611 （株）電業社機械製作所 九州支店 支店長 堤　雅嗣 福岡市博多区博多駅東２－１０－３５ 1223 A 2 特定 市外

水道 030001924 クボタ環境エンジニアリング（株） 九州支店 支店長 西森　正男 福岡市博多区博多駅前３－２－８ 1219 A 2 特定 市外

水道 030000651 東洋建設（株） 九州支店 執行役員支店長 鷹嶋　俊之 福岡市博多区上川端町１３－１５　安田第７ビル８Ｆ 1209 A 3 特定 市外

水道 030001061 理水化学（株） 福岡支店 取締役福岡支店長 森下　泰行 福岡市博多区博多駅東３－１１－２８ 1209 A 2 特定 市外

水道 040000962 （株）西原環境 九州支店 支店長 仲元寺　宣明 福岡市南区横手１－１２－４８ 1207 A 1 特定 市外

水道 030000279 （株）栗本鐵工所 九州支店 支店次長 山本　彰 福岡市博多区博多駅南１ー３ー１１ 1201 A 1 特定 市外

水道 030000983 （株）ミゾタ 福岡支店 支店長 山下　敬也 福岡市博多区東比恵３－１７－５ 1176 A 3 特定 市外

水道 030000620 東亜建設工業（株） 九州支店 執行役員支店長 山下　新一 福岡市博多区博多駅前１－６－１６ 1167 A 3 特定 市外

水道 030000516 （株）竹中土木 九州支店 執行役員支店長 山田　敏昭 福岡市中央区天神４－２－２０ 1166 A 3 特定 市外

水道 040002517 積水アクアシステム（株） 代表取締役社長 植村　政孝 大阪市北区大淀中１－１－３０ 1153 A 2 特定 市外

水道 040000740 （株）前澤エンジニアリングサービス 九州営業所 所長 石塚　一博 福岡市中央区天神１－１５－６ 1145 A 2 特定 市外

水道 030001490 昭和コンクリート工業（株） 九州支店 支店長 茂田　勝 福岡市博多区博多駅南４－２－１０ 1140 A 2 特定 市外

水道 030000625 東急建設（株） 九州支店 執行役員支店長 三嶋　昭 福岡市博多区祇園町２－１ 1137 A 3 特定 市外
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水道 030001108 オリエンタル白石（株） 九州支店 支店長 山崎　直人 福岡市中央区天神４－２－３１ 1109 A 2 特定 市外

水道 030000355 三軌建設（株） 代表取締役 松本　喜代孝 福岡市博多区東光寺町１ー１３ー５ 1108 A 3 特定 市外

水道 030001075 若築建設（株） 福岡支店 支店長 馬渡　俊裕 福岡市博多区博多駅東１－１３－９ 1105 A 3 特定 市外

水道 040001245 （株）ノバック 九州支店 支店長 田島　知実 福岡市中央区白金２－８－１２ 1101 A 3 特定 市外

水道 040000402 （株）ウォーターテック 西日本支店 支店長 中村　幸男 福岡市博多区博多駅前１ー１８－６ 1090 A 1 特定 市外

水道 040002683 ＪＦＥ環境テクノロジー（株） 代表取締役 崎山　芳行 千葉市美浜区中瀬２－６－１ 1089 A 2 特定 市外

水道 040002843 （株）水機テクノス 九州支店 支店長 宮崎　龍一 福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 1089 A 2 特定 市外

水道 030001186 協和機電工業（株） 福岡支店 支店長 冨本　英光 福岡市博多区博多駅前１－６－１６西鉄博多駅前ビル７Ｆ 1086 A 3 特定 市外

水道 030000190 機動建設工業（株） 九州支店 支店長 北島　邦浩 福岡市博多区東那珂２－１４－２８ 1083 A 2 特定 市外

水道 040002908 メタウォーターサービス（株） 事業推進本部　西日本営業部 部長 鬼頭　伸郎 大阪市北区小松原町２―４　大阪富国生命ビル 1072 A 2 特定 市外

水道 030000122 （株）大本組 九州支店 執行役員支店長 石井　俊明 福岡市中央区大名２－４－３０　西鉄赤坂ビル４Ｆ 1063 A 3 特定 市外

水道 030001973 （株）本間組 九州支店 執行役員支店長 前田　洋之 福岡市博多区博多駅東２－８－３ 1057 A 3 特定 市外

水道 030000688 ドリコ（株） 福岡支店 支店長 濱崎　満雄 福岡市博多区博多駅南１－３－１１ 1054 A 2 特定 市外

水道 030000971 （株）丸島アクアシステム 九州支店 支店長 松本　伊佐男 福岡市博多区博多駅東１－１８－２５第五博多偕成ビル 1054 A 3 特定 市外

水道 030000006 アイサワ工業（株） 九州支店 支店長 木寺　勝彦 福岡市中央区天神１－２－４ 1046 A 3 特定 市外

水道 040000977 東海鋼管（株） 福岡営業所 所長 岡田　学 福岡市博多区博多駅南４－３－９アバンダント８６　３０４ 1034 A 2 特定 市外

水道 030000784 （株）日本ピーエス 九州支店 執行役員支店長 用貝　洋 福岡市博多区博多駅南３―７―１０ 1032 A 3 特定 市外

水道 030000036 （株）新井組 九州支店 支店長 森田　一弘 福岡市博多区博多駅前３－１９－５　博多石川ビル７Ｆ 1007 A 3 特定 市外

水道 030000251 極東興和（株） 福岡支店 支店長 國峯　久聡 福岡市博多区博多駅東２－１０－３５博多プライムイースト５Ｆ 1000 A 2 特定 市外

水道 030002007 西戸崎興産（株） 代表取締役社長 坂本　博志 福岡市東区大岳２－１－１ 995 A 1 特定 市外

水道 030001947 （株）トーケミ 西部支店 支店長 嶋崎　慶一 福岡市博多区東光２－１７－１７ 986 A 1 特定 市外

水道 040000665 日本ジッコウ（株） 代表取締役 佐藤　武司 神戸市西区南別府１－１４－６ 973 A 3 特定 市外

水道 040002491 清本鉄工（株） 福岡支社 支社長 安藤　裕彦 福岡市博多区綱場町１－１　Ｄ－ＬＩＦＥＰＬＡＣＥ呉服町４Ｆ 971 A 3 特定 市外

水道 030000908 （株）富士ピー・エス 九州支店 上席執行役員支店長 油田　康生 福岡市中央区渡辺通２－４－８ 962 A 2 特定 市外
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水道 040002956 備商（株） 代表取締役 上野　雅史 岡山市南区福成２－１９－６ 941 A 3 特定 市外

水道 040005199 アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 大阪市北区梅田１－１３－１大阪梅田ツインタワーズ・サウス 938 A 3 一般 市外

水道 030001017 （株）森田鉄工所 九州営業支店 支店長 石崎　幸治 福岡市博多区博多駅前３－１０－２４ 931 A 2 特定 市外

水道 030000242 共和化工（株） 福岡支店 支店長 山口　貴臣 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２ 917 A 3 特定 市外

水道 040000863 矢田工業（株） 九州営業所 所長 青木　肇 福岡市博多区比恵町１－３０－２０６ 910 A 2 特定 市外

水道 020000336 （株）才田組 代表取締役 才田　善之 福岡市博多区光丘町１－２－３０ 894 A 2 特定 市外

水道 030001101 （株）大日 甘木支店 支店長 平川　太志 朝倉市馬田３６６－１ 889 A 2 特定 市外

水道 040005225 田中機電工業（株） 福岡営業所 福岡営業所長 浅野　勲 福岡市博多区東比恵３－４－２ 887 A 2 特定 市外

水道 040002499 日水産業（株） 関西事業所 所長 竹田　強 堺市中区伏尾４ 859 A 1 特定 市外

水道 030001274 開成工業（株） 福岡営業所 所長 勝　信太郎 福岡市東区多の津２－４－５－２Ｆ 850 A 3 特定 市外

水道 030001638 （株）テクアノーツ 福岡営業所 福岡営業所長 吉田　祐二郎 福岡市南区桧原７－１０－２５－４０５ 847 A 1 特定 市外

水道 040000865 西光建設（株） 代表取締役社長 高丘　利勝 福岡市東区馬出６－２－１８ 837 A 2 特定 市外

水道 040005122 野田建設（株） 代表取締役 野田　豊秋 佐賀市大和町大字川上５２４４‐１ 827 A 3 特定 市外

水道 030000087 梅林建設（株） 福岡支店 執行役員支店長 小田　尚生 福岡市中央区大名１－４－１ 823 A 3 特定 市外

水道 040000117 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 代表取締役社長 田伏　重成 大阪市北区同心１－７－１４ 811 A 3 特定 市外

水道 040002740 （株）ケイ・イー・エス 福岡支店 取締役支店長 飯野　裕二 福岡市博多区博多駅東２－１８－３０　八重洲博多ビル６Ｆ 806 A 2 特定 市外

水道 040002816 （株）エース・ウォーター 代表取締役 川島　潤一郎 福岡市博多区上呉服町１－８北九州銀行呉服町ビル 805 A 3 特定 市外

水道 040005062 （有）五和機電 代表取締役 田中　一郎 福岡市博多区東比恵３－４－２ 802 A 2 一般 市外

水道 030001506 岡本土木（株） 代表取締役 前田　英明 北九州市小倉北区貴船町９－１３ 791 A 3 特定 市外

水道 040002427 九州洗罐工事（株） 代表取締役 中村　亮輔 柳川市西蒲池１１４２－２ 791 A 2 特定 市外

水道 030000188 日本建設技術（株） 福岡支店 支店長 鶴留　亘一 福岡市中央区小笹５―２０―５ 791 A 3 特定 市外

水道 040002439 （株）梅崎工業 代表取締役 梅崎　義一 柳川市片原町２２－１ 790 A 3 特定 市外

水道 030001471 （株）千代田工業所 代表取締役社長 夏井　敏樹 福岡市南区塩原４－２８－２５ 786 A 2 一般 市外

水道 040002452 （株）浦設備工業 代表取締役 江上　久次 朝倉市大字三奈木４９５５－２ 781 A 2 特定 市外
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水道 030000046 飯田建設（株） 代表取締役 村山　雅秀 福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 778 A 3 特定 市外

水道 030000273 蔵田工業（株） 代表取締役 蔵田　崇晴 福岡市南区大楠２－１２－１２ 762 A 2 特定 市外

水道 040002842 （株）プランテムタナカ 代表取締役 田中　義郎 鹿児島市七ツ島１－１－２６ 754 A 3 特定 市外

水道 030001899 ゼオライト（株） 代表取締役社長 嶋村　謙志 福岡市博多区那珂５－１－１１ 749 A 2 一般 市外

水道 040002044 （株）平田組 代表取締役 平田　立身 朝倉市甘木２０４７－２ 746 A 3 特定 市外

水道 040002892 三洲建設（株） 代表取締役 冨安　正年 筑後市大字蔵数５７５－１ 742 A 2 特定 市外

水道 040000116 東洋メンテナス（株） 代表取締役社長 尾曲　浩明 東大阪市本庄西１－１０－２４ 741 A 3 一般 市外

水道 040000411 （株）横手技研 代表取締役 川島　輝行 福岡市東区香椎駅前２－４－８ 739 A 2 一般 市外

水道 040002833 （株）アーバンテック 代表取締役 縄田　秀則 福岡市博多区板付４－７－２８ 731 A 2 特定 市外

水道 040000133 （株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂２－１０－１ 730 A 2 一般 市外

水道 040000060 福東（株） 代表取締役 兼安　又次郎 福岡市博多区博多駅南３－２０－２１ 716 A 3 特定 市外

水道 040001092 （株）東洋工熱 代表取締役 黒木　茂 福岡市東区多の津１ー１４ー１ 715 A 3 一般 市外

水道 040000382 （株）広建 代表取締役 野中　吉文 八女郡広川町大字長延８３２－２ 711 A 2 特定 市外

水道 040002846 壽化工機（株） 代表取締役 佐藤　淳平 名古屋市瑞穂区豊岡通１－１４ 705 A 3 一般 市外

水道 040005007 （株）上成 代表取締役 上村　信隆 朝倉市中３９－１ 705 A 3 特定 市外

水道 020000599 堤工業（株） 代表取締役 堤　義治 柳川市下宮永町６２０ 704 A 3 特定 市外

水道 040002403 （株）廣松設備 代表取締役 廣松　優一 三潴郡大木町大字三八松２２３４－６ 702 A 2 一般 市外

水道 030000603 （株）テクネ 代表取締役 原　崇 福岡市博多区麦野１－１３－６ 699 B 3 特定 市外

水道 030000840 （株）羽野組 代表取締役 羽野　哲彦 福岡市中央区天神３－１１－２２ 689 B 3 特定 市外

水道 040002219 和泉プロパン住宅設備（有） 代表取締役 野田　幸一 小郡市三沢字浦田１４３４－４ 682 B 2 一般 市外

水道 040002544 （株）船越組 代表取締役 船越　文廣 粕屋郡新宮町大字湊３０１ 681 B 2 特定 市外

水道 030000149 カッパー工業（株） 代表取締役 冨田　悟志 福岡市中央区笹丘２－２２－３４ 674 B 3 特定 市外

水道 010000016 鎌田バイオ・エンジニアリング（株） 代表取締役 鎌田　博文 福岡市博多区博多駅南３－２５－１ 669 B 2 特定 市外

水道 040000754 （株）エフ・テクノ 代表取締役 中村　公義 朝倉市大字牛木９００－１ 668 B 3 特定 市外
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水道 020000008 （株）アイワ 福岡営業所 所長 立野　治樹 福岡市南区柳瀬２－３－２ 664 B 2 一般 市外

水道 040002921 箱崎プラント工業（株） 代表取締役 野村　健志 福岡市東区箱崎ふ頭６－１０－２ 663 B 2 一般 市外

水道 040002632 亜細亜建設工業（株） 代表取締役 田中　丈夫 筑紫野市大字山家２０４５－８ 661 B 3 特定 市外

水道 040002534 （株）宮原土木建設 代表取締役 宮原　清太 太宰府市大佐野３－１１－１８ 655 B 3 特定 市外

水道 040005145 おはよう設備（有） 代表取締役 西　航平 大川市大字上巻２７０－１ 634 B 2 一般 市外

水道 030000185 （株）機工開発 代表取締役 中村　上総 福岡市東区社領２－１１－２５ 630 B 2 一般 市外

水道 040005277 阪神動力機械（株） 代表取締役 田中　渉 大阪市此花区四貫島２ー２６ー７ 617 B 3 一般 市外

水道 030000032 東機械工業（株） 代表取締役 永安　勉 福岡市博多区博多駅南４－１８－５ 543 B 2 一般 市外

消防 040002919 綜合警備保障（株） 福岡支社 福岡支社長 山下　恒夫 糟屋郡志免町別府北４－２－２０ 1423  2 一般 市外

消防 030000729 （株）西原衛生工業所 九州支店 執行役員九州支店長 田中　正俊 福岡県福岡市中央区天神３―９―２５ 1333  2 特定 市外

消防 040000963 アズビル（株） ビルシステムカンパニー九州支店 支店長 岡本　和博 福岡市博多区冷泉町２－１ 1219  3 一般 市外

消防 030000795 日本空調サービス（株） 九州支店 支店長 田村　充 福岡市博多区堅粕３－１４－７ 1214  2 一般 市外

消防 030000417 新生テクノス（株） 九州支社 支社長 中谷　圭児 福岡市博多区博多駅東２－９－１ 1199  2 一般 市外

消防 030000449 住友電設（株） 九州支店 支店長 池田　啓一郎 福岡市博多区下川端町１－１　明治通りビジネスセンター７Ｆ 1176  3 一般 市外

消防 030001877 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 戸田　庄一 福岡県福岡市中央区薬院３－１－２４ 1169  2 一般 市外

消防 030000361 三建設備工業（株） 九州支店 執行役員支店長 永田　博巳 福岡市博多区店屋町１－３５ 1118  2 一般 市外

消防 030000657 東洋熱工業（株） 九州支店 支店長 土屋　幹 福岡市博多区博多駅前４－１３－１１ 1101  2 一般 市外

消防 030000017 （株）朝日工業社 九州支店 常務執行役員支店長 中島　重雄 福岡市中央区警固２－１７－６ 1100  2 一般 市外

消防 030000169 川本工業（株） 九州支店 支店長 粟木原　宏 福岡市博多区博多駅南１―３―６　第三博多偕成ビル８Ｆ 1084  2 一般 市外

消防 040002988 旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 1022  1 特定 市外

消防 030000263 空研工業（株） 工事部 部長 過能　圭介 福岡市西区内浜２－４－３８ 970  2 一般 市外

消防 030000646 東邦電気工業（株） 九州支店 執行役員九州支店長 佐藤　千修 福岡市博多区板付７－１０－２７ 958  3 一般 市外

消防 030001064 （株）菱熱 代表取締役社長 亀井　英次 福岡市博多区博多駅南１－８－１３ 942  3 一般 市外

消防 040002588 西日本三建サービス（株） 代表取締役社長 外峯　勲男 福岡市中央区舞鶴２－４－５ 847  2 一般 市外
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消防 040005245 （株）ハッセイ 代表取締役 樋口　和宏 北九州市八幡西区市瀬１－２－１ 840  3 一般 市外

消防 040000133 （株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂２－１０－１ 815  3 一般 市外

消防 030001915 （株）福設 代表取締役社長 高場　康一 福岡市南区塩原４－１－７ 748  2 一般 市外

消防 040001260 （株）リオス 代表取締役 高山　幸治 福岡市博多区井相田２－８－１５ 742  3 一般 市外

消防 040001286 第一警備保障（株） 代表取締役 宮原　和貴 北九州市戸畑区川代２－１－２ 698  1 一般 市外

消防 040005171 （株）浜田 代表取締役 濱田　勝己 春日市一の谷４－１０ 693  3 一般 市外

消防 030001875 （株）島田電気商会 代表取締役 島田　茂 福岡市中央区警固２－３－２９ 684  2 一般 市外

消防 040002927 ベネックスソリューションズ（株） 代表取締役 宮地　博文 福岡市博多区榎田２－１－１８ 675  3 一般 市外

消防 040005145 おはよう設備（有） 代表取締役 西　航平 大川市大字上巻２７０－１ 663  3 一般 市外

消防 040005271 （株）エム・ケイ・メンテナンス 代表取締役 川原　小百合 糟屋郡宇美町宇美６－２２－８ 653  1 一般 市外

消防 040002800 朋友電気（株） 代表取締役 緒方　清範 朝倉郡筑前町下高場２４０８‐２ 643  2 一般 市外

消防 040005300 太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通２－４－８ 639  3 一般 市外

清掃 030000856 日立造船（株） 九州支社 支社長 徳尾　真信 福岡市博多区博多駅前３－２－１ 1765  3 特定 市外

清掃 030000162 川崎重工業（株） 九州支社 支社長 長谷川　知行 福岡市博多区博多駅前１－４－１ 1622  1 特定 市外

清掃 030000511 （株）タクマ 九州支店 支店長 栗山　雄一 福岡市中央区薬院１－１－１　薬院ビジネスガーデン３Ｆ 1608  1 特定 市外

清掃 040005283 日鉄エンジニアリング（株） 九州支社 九州支社長 森　幸喜 福岡市博多区店屋町５－１８ 1554  1 特定 市外

清掃 030001924 クボタ環境エンジニアリング（株） 九州支店 支店長 西森　正男 福岡市博多区博多駅前３－２－８ 1401  3 特定 市外

清掃 040002683 ＪＦＥ環境テクノロジー（株） 代表取締役 崎山　芳行 千葉市美浜区中瀬２－６－１ 1259  3 特定 市外

清掃 030000426 新明和工業（株） 流体事業部営業本部九州支店 支店長 西村　聡 福岡市博多区豊１－９－４３ 1246  2 特定 市外

清掃 040005184 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 九州支店 支店長 荒巻　敏美 福岡市中央区天神３－９－２５ 1228  3 特定 市外

清掃 040001103 エスエヌ環境テクノロジー（株） 代表取締役 辻　勝久 大阪市此花区西九条５－３－２８ 1210  1 特定 市外

清掃 040002878 虹技（株） 代表取締役 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町４－１ 1059  1 特定 市外

清掃 030000242 共和化工（株） 福岡支店 支店長 山口　貴臣 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２ 1056  2 特定 市外

清掃 040002631 浅野アタカ（株） 九州支店 支店長 古賀　秀一 福岡市中央区白金２－１１－９ 1045  2 特定 市外
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清掃 040000962 （株）西原環境 九州支店 支店長 仲元寺　宣明 福岡市南区横手１－１２－４８ 1027  2 特定 市外

清掃 040002553 （株）タクマテクノス 代表取締役社長 辻　一徳 港区芝浦３－９－１ 911  1 特定 市外

清掃 040002779 三広工業（株） 代表取締役 庄井　弘樹 八尾市太田新町６－２６ 829  1 特定 市外

清掃 040002964 太新工業（株） 代表取締役 大水　静雄 京都郡苅田町鳥越町１－２６ 802  2 一般 市外

清掃 040001092 （株）東洋工熱 代表取締役 黒木　茂 福岡市東区多の津１ー１４ー１ 790  2 一般 市外

清掃 040002666 鎌長製衡（株） 代表取締役 鎌田　長明 高松市牟礼町牟礼２２４６ 745  2 特定 市外

清掃 010000016 鎌田バイオ・エンジニアリング（株） 代表取締役 鎌田　博文 福岡市博多区博多駅南３－２５－１ 632  3 一般 市外

清掃 040002938 （株）荒新機工 代表取締役 新谷　匡人 一宮市小赤見戌亥７４ 619  2 一般 市外

解体 030000457 西武建設（株） 九州支店 支店長 前田　浩昭 福岡市博多区博多駅東２－５－２８ 1376  3 特定 市外

解体 040002726 （株）前田産業 代表取締役 木村　洋一郎 熊本市南区野田３－１３－１ 1306  1 特定 市外

解体 030000877 （株）ピーエス三菱 九州支店 支店長 横山　順一 福岡市中央区長浜２－４－１（東芝福岡ビル） 1275  3 特定 市外

解体 030000172 （株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 1087  3 特定 市外

解体 040002421 （株）淺川組 九州営業所 所長 高木　良憲 北九州市小倉南区南方１－６－６ 1081  3 特定 市外

解体 030001995 松田都市開発（株） 代表取締役社長 坂野　直樹 福岡市博多区東比恵２－１８－１２ 1064  1 特定 市外

解体 030001513 （株）サカヒラ 代表取締役 坂平　隆司 飯塚市潤野１１３３―６ 988  3 特定 市外

解体 030000444 アスミオ．（株） 代表取締役 吉岡　澄男 福岡市西区大字羽根戸１５９－４ 929  3 特定 市外

解体 030000334 （株）佐伯建設 福岡支社 支社長 櫛野　周史 福岡市中央区天神３－１２－１９ 906  2 特定 市外

解体 040002708 九特興業（株） 代表取締役 新川　猛文 飯塚市潤野１１３３－６ 871  3 特定 市外

解体 040002911 森田建設（株） 代表取締役社長 大山　繁久 宇佐市大字長洲５５４－５ 866  2 特定 市外

解体 030001961 西鉄建設（株） 代表取締役 宮崎　裕二 福岡市中央区大手門２－１－１０ 865  2 特定 市外

解体 040005258 占部建設（株） 代表取締役 占部　歓久 福岡市博多区石城町１２―５ 849  2 特定 市外

解体 020000123 （株）大藪組 代表取締役社長 小川　海志郎 筑後市長浜２０４３ー１ 830  3 特定 市外

解体 020000143 （株）柿原組 代表取締役 吉永　泰憲 福岡市中央区薬院３－４－２１ 830  3 特定 市外

解体 030000224 （株）九州緑化産業 代表取締役 坪井　真二 福岡市東区下原４－１６－３６ 813  1 特定 市外
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希望
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解体 040000135 江上建設（株） 代表取締役 江上　義紀 大川市大字酒見４７４－９ 777  2 特定 市外

解体 030000981 溝江建設（株） 代表取締役 溝江　弘 福岡市中央区赤坂１－９－２０ 772  3 特定 市外

解体 040002003 （有）平井産業 代表取締役 家永　幸政 うきは市吉井町新治９０３－１ 768  2 特定 市外

解体 040000565 松鶴建設（株） 代表取締役 中尾　栄二 福岡市博多区博多駅前１－５－１ 758  3 特定 市外

解体 040005039 （株）イオス 代表取締役 多賀谷　兵馬 飯塚市相田字山中１０８２－１２ 755  1 一般 市外

解体 040005144 （株）河建 代表取締役 河野　秀敏 みやま市高田町濃施６３４ 751  3 特定 市外

解体 040002746 （株）稲富組 代表取締役 稲富　慎太郎 うきは市吉井町富永２０９５ 748  3 特定 市外

解体 040000662 （株）豊解体工業 代表取締役 山上　知子 柳川市佃町１３１２－６ 736  1 一般 市外

解体 020000465 瀬口舗道（株） 代表取締役 中原　秋義 みやま市瀬高町文廣１９４５－６２ 733  3 特定 市外

解体 030002003 （株）西中洲樋口建設 代表取締役 樋口　征男 福岡市中央区西中洲１２－１３ 733  2 特定 市外

解体 040002368 （株）荻島組 代表取締役 荻島　造 柳川市隅町２８ 732  3 特定 市外

解体 040002827 新善テック（株） 代表取締役 富松　正寛 朝倉郡筑前町安野９０ー２ 710  3 一般 市外

解体 040002873 （株）博栄建設 代表取締役 秋好　正成 福岡市博多区比恵町２－１博多エステートビル２０３ 708  2 特定 市外

解体 040002006 （株）石橋組 代表取締役社長 石橋　健藏 八女市大字高塚２８１－１ 700  2 特定 市外

解体 040002907 匠建設（株） 代表取締役 江藤　正幸 福岡市博多区西春町２－１－２ 696  2 特定 市外

解体 040000478 （株）イノウエハウジング 代表取締役 井上　正通 八女市津江４４－２ 689  3 特定 市外

解体 040000400 （株）ＳＷＡＴ 代表取締役 塚田　修司 福岡市博多区住吉２－７－７ 689  1 一般 市外

解体 040002896 （株）シティハウス 代表取締役 田中　義輝 八女郡広川町大字日吉８０５ 685  2 特定 市外

解体 040002068 （有）稲友建設 代表取締役 嶋村　賢児 田川郡川崎町大字池尻５－１ 670  3 一般 市外

解体 040002300 安達建設（株） 代表取締役 安達　輝史 筑後市熊野１２４０－３９ 665  3 特定 市外

解体 040005149 （有）日栄工業 代表取締役 森　崇史 大牟田市大字四ヶ５１３ 649  3 一般 市外

解体 040000880 筑水建設（株） 代表取締役 包行　二郎 うきは市吉井町富永１６１０－１ 645  2 特定 市外

解体 030001978 （株）井口工務店 代表取締役 吉田　良子 福岡市城南区堤１－１３－４３ 618  2 特定 市外

解体 040002690 （株）ハウツ 代表取締役 多賀谷　美音 三養基郡基山町小倉１６６７－４－２ 480  1 一般 市外
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