
業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

鋼構造設計

測量

不動産

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 鋼構造設計

他設計

道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計 都市計画設計

建築設計

道路設計 都市計画設計

造園設計 都市計画設計 建築設計

都市計画設計 建築設計

イベント 封入封緘

建清掃 除草 消防保守

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計

人警備

封入封緘

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 建点検 設点検

耐震診断

名古屋市東区東桜２－１０－１ 市外

040001224 （株）あい設計 九州支社 支社長 前田　隆志 福岡市中央区高砂１－１１－１福岡ゼネラルビル５Ｆ 市外

040007204 （株）アイ・シー・アール 代表取締役 中山　かつお

市外

040007195 アイギスセキュリティ（株） 代表取締役 旧谷　祐希 北九州市八幡西区黒崎黒崎３ー１ー３菅原第一ビルディング５Ｆ　Ｅ号 市外

030000004 （株）ＩＮＡ新建築研究所 西日本支社 支社長 北　伸一朗

市外

福岡市中央区大名２－１０－１シャンボール大名Ａ－６０８ 市外

福岡市博多区博多駅南１－３－８　博多パールビル８０４号

大阪市淀川区西宮原１－５－３３

040003340 （株）アイエステー 福岡支店 支店長 江藤　大

040007175 アイ・ティ・アサヒ（株） 福岡支社 支社長 磯部　宣洋

市外

福岡市博多区昭南町１－４－７

福岡市早良区祖原１６－１６－２０１

中央区大宮１－４－３４

福岡市中央区薬院３－１３－２３

福岡市博多区古門戸町７－３

市外

福岡市博多区博多駅東２－５－１９

熊本市中央区神水２－１３－２９ＫＭハイツ２０２号

小倉　充彦

福岡市博多区博多駅前１－２１－２８

西宮市江上町１―２

登録（希望）業種

杉谷　和彦

福岡市中央区大名２－４－３０

浦壁　晃

040005077 （株）アースアプレイザル九州 代表取締役

040007076 （株）アート 熊本支店 支店長

040002355 （株）アースプラニング 代表取締役

040001336 （株）アービカルネット 代表取締役 新田　裕司

030000003 （株）アール・アイ・エー 九州支社 支社長 鷲田　靖之

040007094 アールシースタッフ（株） 取締役 大谷　彰宏

030000219 アーバンコンサルティングファーム（株） 代表取締役 福山　道和

040003144 （株）アーバントラフィックエンジニアリング 福岡事務所 所長 嶋村　泰弘

040003143 アーバンテクノ（株） 代表取締役 武富　龍馬

030000002 （株）アーバンデザインコンサルタント 代表取締役 大杉　哲哉

市外

市外

市外

市外

市外

市外

市外

市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

都市計画設計 建築設計

補償コン

道路設計 他設計

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 都市計画設計

鋼構造設計 地質調査

建築設計

自家電保守

建築設計

下水道設計 道路設計 河川設計 鋼構造設計 地質調査

測量 建築設計 補償コン 不動産

測量 下水道設計 道路設計 上水道設計 鋼構造設計

他設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 地質調査 補償コン 不動産

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 消防保守 建点検

設点検 耐震診断

測量 道路設計

測量 下水道設計 道路設計 農業土木設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 地質調査 補償コン 環境計量

建築設計

都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計 消防保守

設点検 耐震診断

040001021 （株）アイテック計画 代表取締役 太田　滋幸 新宿区四谷４－２８　ＹＫＢエンサインビル９Ｆ 市外

040007170 （株）アイノートコンサルタント 代表取締役 白水　賢司 朝倉郡筑前町東小田３２７９ー１ 市外

040003106 アイレック技建（株） 九州支店 支店長 日高　一敏 福岡市博多区博多駅前１－７－２２ 市外

030001475 （株）アオイ 代表取締役 上野　稔 福岡市南区弥永５－１０－１ 市外

040003127 （株）青木茂建築工房 代表取締役 青木　茂 福岡市中央区長浜１－２－６－２０６ 市外

040007119 （有）アガリシステムサービス 代表取締役 上里　祐次郎 広島市東区牛田新町４－８－１３ 市外

040003231 （株）アクシス 代表取締役 金子　広介 福岡市西区下山門４－１２－２０ 市外

030000489 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング 九州支社 支社長 池田　　幸博 福岡市博多区春町１－６－６ 市外

030001293 （株）旭鑑定補償 代表取締役 津久井　顯 福岡市中央区白金２－１１－９ＣＲ福岡ビル５Ｆ 市外

040003201 （株）旭技研設計コンサルタント 福岡県南事務所 所長 岩崎　正彦 八女市吉田６６４―１ 市外

030001415 朝日航洋（株） 福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東３－１２－１　アバンダント９５　５Ｆ 市外

040003501 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 市外

040003393 （株）アジア共同設計コンサルタント 九州支社 支社長 本　純治 福岡市博多区博多駅東１－１８－２５第五博多偕成ビル９Ｆ 市外

030000029 アジア航測（株） 福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前４－９－２八百治センタービル 市外

040007002 （株）アスク設計 代表取締役 田中　孝秀 豊前市大字八屋１６４８－１１ 市外

030000031 （株）梓設計 九州支社 執行役員支社長 渡邊　誠 福岡市中央区渡辺通５－２３－８ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 建築設計 補償コン

不動産

イベント 封入封緘

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

都市計画設計 他設計 建築設計 補償コン

イベント

建消毒 防蟻

建築設計

イベント

都市計画設計 補償コン 不動産 建点検 設点検

旅客輸送

人警備

イベント

旅客輸送

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン 不動産

建築設計 耐震診断

人警備

040000409 （株）アスロード 代表取締役 石坂　善治 福岡市博多区古門戸町７－３ 市外

040001340 （有）アセット・インフィニティ 代表取締役 大塚　誠司 福岡市中央区西中洲１０－４　ワコービル３Ｆ 市外

040007173 （株）アセンサ 大阪オフィス 支店長 松岡　真司 大阪市淀川区西中島３－１８－９　新大阪日大ビル８１１ 市外

040003443 （株）アップス 代表取締役 山下　昭良 日向市大字財光寺３７７－１ 市外

040007177 アドバンス（株） 代表取締役 山下　みどり 福岡市東区松島５－１６－１ 市外

040003325 （有）アトム商事 代表取締役 教正院　康裕 福岡市東区和白４－２３－２３ 市外

040003152 アトリエＢＢＳ（株） 代表取締役社長 原　恵子 福岡市博多区美野島２－１－３１ 市外

040007152 （株）アドルーム 代表取締役 小野　健次 熊本市東区錦ヶ丘７ー２４ 市外

040007214 （株）アプレイザルジャパン 代表取締役 竹下　憲治 福岡市中央区舞鶴１―１―１０天神シルバービル２Ｆ 市外

040007084 （株）甘木観光バス 代表取締役 池野　栄次 朝倉市甘木１３９６ー２ 市外

040007197 アマノマネジメントサービス（株） 福岡支店 支店長 松尾　康二 福岡市博多区住吉１－２－２５　ビジネスセンタービル５Ｆ 市外

040007171 （株）アム・トゥーワン 代表取締役 菊田　敏明 福岡市博多区冷泉町２―１７ 市外

040007072 有明交通（株） 代表取締役 小宮　麻由子 柳川市大和町中島８０ 市外

040007048 （株）有明測量開発社 福岡営業所 所長 柳田　豊 福岡市東区奈多１－２－２０　４１１号コアマンション和白 市外

030001379 （株）蟻ノ塔設計事務所 代表取締役 福井　潤 福岡市中央区桜坂３－８－１ 市外

040005065 アルファ綜合サービス（株） 代表取締役 原　仁美 福岡市博多区板付４－１２－３４ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 建点検 設点検

耐震診断

人警備

他設計

建築設計

測量 道路設計 河川設計 建築設計 地質調査

環境計量 測定検査 消防保守 建点検

旅客輸送

測量 下水道設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

鋼構造設計

造園設計 都市計画設計

建築設計 建点検 設点検

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 建点検 設点検

耐震診断

造園設計 都市計画設計 鋼構造設計 建築設計 電気設備設計

機械設備設計 建点検 設点検 耐震診断

都市計画設計 建築設計

建築設計

測量 道路設計 河川設計 都市計画設計 鋼構造設計

他設計 地質調査 補償コン 環境計量

イベント

040003497 （株）阿波設計事務所 九州支店 支店長 木下　哲矢 福岡市博多区博多駅東３－１０－１５ 市外

040005084 安確警備保障（株） 代表取締役 近藤　雅則 福岡市中央区平尾３－２５－１ 市外

040007229 （株）イ・エス・エス 九州営業所 九州営業所長 谷口　安夫 福岡市西区愛宕浜２－２－２－２０１ 市外

040007210 （株）イー・アイ・ディープランニング 代表取締役 平田　敏行 福岡市中央区大名１－３－９ 市外

040003165 （株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 代表取締役 藤本　尚伸 福岡市博多区対馬小路１－２１ 市外

040007212 （有）イースター 取締役 別城　俊行 大川市幡保６６－７ 市外

030001815 （株）イーディシー 代表取締役 大野　剛正 福岡市中央区港１－８－４ 市外

030001709 E-tecsコンサルタント（株） 福岡本社 本社長 益田　康一 福岡市城南区別府４－４－４ 市外

040007201 （株）Ｅ－ＤＥＳＩＧＮ 代表取締役 忽那　裕樹 大阪市中央区南船場１－９－１ 市外

040007225 （株）ＡＥｄｅｓｉｇｎ建築設計事務所 代表取締役 田中　浩成 福岡市博多区空港前３－６－１９ 市外

030000058 （株）石橋建築事務所 代表取締役 野中　毅 佐賀市兵庫北１－７－２１ 市外

030000060 （株）石本建築事務所 九州オフィス オフィス代表 上川　滋 福岡市中央区天神４－６－７　天神クリスタルビル２Ｆ 市外

030001141 （株）市浦ハウジング＆プランニング 福岡支店 支店長 高屋　宏 福岡市博多区美野島１－２－８ 市外

040000363 一級建築士事務所（株）吉村建築事務所 代表取締役 吉村　光弘 京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町２８ 市外

030001350 いであ（株） 九州支店 九州支店長 松本　達郎 福岡市東区東浜１－５－１２ 市外

040007069 イデアパートナーズ（株） 代表取締役 井手　修身 福岡市中央区天神４－２－３６ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 耐震診断

建築設計

建築設計 建点検 耐震診断

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 補償コン

カメラ

イベント

イベント

漏水調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 環境計量

下水道設計 道路設計 河川設計 鋼構造設計 他設計

地質調査

漏水調査

建築設計

測定検査 消防保守 自家電保守 設点検

建清掃 測定検査 建消毒 防蟻

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計

イベント

040000178 （株）伊藤喜三郎建築研究所 九州支店 九州支店長 江口　紀子 福岡市博多区博多駅前１－４－１ 市外

030001390 （株）稲永建築設計 代表取締役 重松　光明 福岡市南区長住１－７－２７ 市外

040003460 （有）井上建築事務所 代表取締役 井上　文雄 八女市馬場４５６－５ 市外

040003306 （株）イビソク 福岡営業所 所長 山城　健二朗 福岡市南区井尻４－４２－２５　１０２号 市外

040007179 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ー２５ー１ 市外

040007133 （株）インソース 九州支社 支社長 片居木　拓磨 福岡市博多区博多駅前１－１－１博多新三井ビル４Ｆ 市外

040007221 （株）ウィット 代表取締役 川端　康寛 高槻市城北町１－１４－１７－５０１ 市外

040007015 ヴェオリア・ジェネッツ（株） 九州支店 支店長 吉野　健 福岡市南区横手１－１２－４８ 市外

030000074 （株）ウエスコ 九州支社 支社長 奥山　道哉 福岡市博多区博多駅南２－４－１１ 市外

040003444 （株）ウヱノ 福岡営業所 所長 宮崎　茂幸 福岡市博多区博多駅東１－１２－５ 市外

040007124 （株）ウォーターワークス 代表取締役 築山　栄 福岡市博多区春町１－６－１－３１０ 市外

040003111 （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 市外

040007118 （株）エアシス 九州支店 支店長 山崎　逸男 福岡市中央区白金２－８－１２　シティビル白金５０２ 市外

030002078 エイケン（株） 代表取締役 橋本　康孝 福岡市博多区空港前５－２－１９ 市外

030000091 エイコー・コンサルタンツ（株） 代表取締役 青木　克彦 福岡市南区高宮５－１０－１２ 市外

040007216 （株）エイジェック 福岡オフィス 統括本部長 平井　真次 福岡市博多区住吉１－２－２５キャナルシティ・ビジネスセンター６Ｆ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 道路設計 河川設計 他設計

環境計量 測定検査

下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 地質調査 補償コン 環境計量

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

建清掃 側溝清掃 道清掃 カメラ 漏水調査

測量 下水道設計 道路設計 上水道設計

他設計 電気設備設計 機械設備設計

環境計量

他設計 建築設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計

農業土木設計 造園設計 都市計画設計 建築設計

電気設備設計 機械設備設計 設点検

不動産

建築設計 イベント

都市計画設計 他設計

イベント

040003020 （株）永大開発コンサルタント 代表取締役 佐々木　靖彦 飯塚市菰田東２－２２－５５ 市外

040007143 （株）ＨＥＲ 福岡営業所 所長 吉田　力也 福岡市博多区博多駅南５―１１―１４ 市外

040000368 （株）エイト日本技術開発 九州支社 支社長 高橋　直哉 福岡市博多区住吉３－１－８０ 市外

030002055 （株）エース 九州支社 支社長 宮内　義浩 福岡市博多区博多駅東２－９－２５ 市外

040003135 エコアス（株） 代表取締役 大澤　清和 福岡市博多区西月隈４－８－３２ 市外

030001813 エコーエンヂニアリング（株） 代表取締役 岩永　文夫 福岡市南区清水１－１４－２０ 市外

040001242 （株）エコーテック 代表取締役 江村　和広 福岡市博多区下呉服町６－５ 市外

040007222 （株）エコテックネオ 代表取締役 伊勢田　隆太 福岡市博多区西月隈４－８－３５ 市外

040007228 （株）エス技建 代表取締役 木村　保明 福岡市博多区住吉４－２７－３テクノ住吉２０２ 市外

030000096 （株）エスケイエンジニアリング 代表取締役 岩本　徳文 筑紫野市二日市中央１－１－５０ 市外

010000031 （株）エスティ環境設計研究所 代表取締役 澁江　章子 福岡市博多区須崎町１２－８ 市外

030000399 （株）エスティ設計 代表取締役社長 庄司　雅之 福岡市中央区大手門２－３－１１ 市外

040000571 （有）エステート・プランニング 取締役 吉田　博之 福岡市中央区渡辺通５－６－１８－１３０８ 市外

040003363 （株）ＳＰフォーラム 代表取締役 江川　克之 千代田区丸の内３－４－１ 市外

040000375 （株）エックス都市研究所 九州事務所 所長 東　修 北九州市小倉北区堺町１－２－１６ 市外

040002449 （株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト カスタマーソリューション事業推進部 代表取締役カスタマーソリューション事業推進部長 室林　明子 大阪市都島区東野田町４－１５－８２ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 環境計量

電気設備設計

建築設計

他設計 地質調査 環境計量 測定検査

測量 下水道設計 河川設計 上水道設計 鋼構造設計

他設計 建築設計 地質調査 補償コン 耐震診断

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 上水道設計

都市計画設計 鋼構造設計 地質調査

測量 下水道設計 道路設計 鋼構造設計 他設計

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 耐震診断

建清掃 カメラ 漏水調査

建築設計 電気設備設計 機械設備設計

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

建清掃 樹木管理 側溝清掃 カメラ 漏水調査

除草

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計

補償コン

建築設計

建築設計

030000201 （株）エヌ・イーサポート 九州支社 支社長 井手本　清隆 福岡市博多区博多駅南５－８－１７ 市外

040001343 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 市外

040003255 （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 市外

030001451 エヌエス環境（株） 九州支店 支店長 小池　順 福岡市博多区相生町３－２－３ 市外

030000805 （株）ＮＪＳ 九州総合事務所 所長 石井　信次 福岡市博多区冷泉町１０－２１ 市外

030002051 ＮＴＣコンサルタンツ（株） 九州支社 支社長 安藤　嘉章 福岡市博多区博多駅東３－１－２６ 市外

010000061 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 九州事業部 事業部長 棚田　裕宣 福岡市博多区東比恵２－３－７ 市外

030001675 （株）　ＮＴＴファシリティーズ 九州支店 支店長 粟野　治 福岡市博多区博多駅前１－１７－２１ 市外

040003429 ＮＤネットサービス（有） 代表取締役 鈴木　宏隆 堺市堺区神南辺町二丁９０－５ 市外

040003333 （株）エネ・グリーン 九州支社 支社長 中村　篤史 福岡市中央区薬院３－１６－２６ 市外

040007172 （株）エフコン 代表取締役社長 中島　等 福岡市城南区別府４－４－４サン別府ビル４F 市外

040000755 （株）エフ・テクノ 代表取締役 中村　公義 朝倉市牛木９００－１ 市外

040000200 （株）エム・ケー・コンサルタント 代表取締役 廣松　敏幸 福岡市博多区麦野６－１４－１９ 市外

040001324 （株）エム・シー・シー九州 代表取締役 筒井　保臣 福岡市博多区博多駅東２－６－２８ 市外

040003118 （株）ｍ３建築事務所 代表取締役 川本　雅史 福岡市西区下山門１－１２－３ 市外

040007014 Ｍ・ＨＡＴ建築設計一級建築士事務所 所長 諌山　正信 筑紫野市針摺中央１－１４－１８ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

自家電保守

環境計量 測定検査

建築設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 地質調査 環境計量 耐震診断

建築設計 建点検 設点検 耐震診断

建清掃 測定検査 建消毒 人警備

樹木管理 除草

測量 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 鋼構造設計

他設計

漏水調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査 環境計量

下水道設計 河川設計 上水道設計 都市計画設計 他設計

地質調査 耐震診断

測量 下水道設計 上水道設計

建築設計

測量 道路設計 農業土木設計 建築設計 電気設備設計

機械設備設計 地質調査 補償コン 建点検 耐震診断

040007035 （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 市外

030001667 （株）ＥＮＪＥＣ 代表取締役 松永　友樹 福岡市南区長丘３－１－１８ 市外

040007055 （株）遠藤克彦建築研究所 代表取締役 遠藤　克彦 港区浜松町１－９ー１１大鵬ビル４Ｆ 市外

030000104 応用地質（株） 九州事務所 事務所長 桝岡　謙治 福岡市博多区住吉３－１－８０　オヌキ新博多ビル３Ｆ 市外

040003294 大神設計（株） 代表取締役 大神　誉央 福岡市南区柏原１－４－１１ 市外

040002447 （株）大川ビル管理 代表取締役 古賀　孝 大川市大字北古賀２５４－５ 市外

040003408 大熊造園土木（株） 代表取締役 大熊　和人 福岡市博多区吉塚６－６－３６ 市外

030001727 大倉測量設計（株） 代表取締役 大倉　良夫 朝倉市屋永４３２７－１２ 市外

030000118 （株）オオバ 九州支店 支店長 栗栖　重雄 福岡市中央区大手門１－１－１２ 市外

030001656 （株）オービット 筑後営業所 所長 葉石　誠 八女市馬場３８０－１－Ａ１０６ 市外

040001004 （株）オキローボ 福岡支社 支社長 藤野　　和幸 福岡市西区姪の浜１－２１－２１ 市外

030000135 （株）オリエンタルコンサルタンツ 九州支社 執行役員九州支社長 薮内　一彦 福岡市博多区博多駅前３－２－８ 市外

030000137 オリジナル設計（株） 福岡事務所 所長 渡邊　光則 福岡市博多区博多駅前２－６－１２ 市外

040007024 （株）オリンピアコンサルタント 広島営業所 所長 山瀬　浅夫 広島市東区二葉の里１－４－１８　日宝二葉ビル２Ｆ 市外

040002304 （有）回工房 代表取締役 後藤　忠義 福岡市博多区東光２－２０－２８ 市外

040003310 （株）海渡設計 代表取締役 野田　誠一 福岡市東区名島２－２－８ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計 耐震診断

建築設計

測量 道路設計 地質調査

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 建点検 設点検

耐震診断

側溝清掃 道清掃 カメラ 漏水調査

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 他設計

地質調査

自家電保守

測量 下水道設計 河川設計 地質調査

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計

環境計量

建清掃 測定検査 建消毒 側溝清掃 道清掃

カメラ 漏水調査

環境計量

下水道設計 他設計

他設計 環境計量 測定検査

建清掃 建消毒 樹木管理 防蟻 除草

下水道設計 農業土木設計 建清掃 側溝清掃 道清掃

カメラ 漏水調査

040003248 （有）香月設計 取締役 香月　博己 福岡市南区鶴田２－１－９　香月ビル３Ｆ 市外

030000151 （株）桂総合設計事務所 代表取締役 高木　誠二 福岡市南区井尻１－９－２２ 市外

040007045 （株）カナン・ジオリサーチ 代表取締役 篠原　潤 松山市今在家２－１－４ 市外

040005072 （株）金子英造建築設計事務所 代表取締役 金子　英造 北九州市小倉北区竪町１－２－５ 市外

040000199 （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 市外

030000056 （株）カミナガ 代表取締役 古賀　俊行 福岡市博多区東比恵２－７－１３ 市外

040007101 川口電気管理事務所 代表 川口　一義 大野城市紫台１５－１－５０１ 市外

030001233 川崎地質（株） 九州支社 支社長 原田　克之 福岡市博多区博多駅南１－８－３４ 市外

030000070 （株）環ヴィトーム 福岡設計室 室長 亀谷　一郎 福岡市南区大橋１－２－３ 市外

040003377 （株）環境衛生科学研究所 福岡営業所 所長 斎藤　学 筑紫野市光が丘５－１－５ 市外

030001238 （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 市外

010000045 （株）環境科学システム 代表取締役 島林　信広 大野城市乙金東３－１０－１２ 市外

010000013 （株）環境技術研究所 九州営業所 所長 村井　康一 北九州市門司区丸山１－２３－９ 市外

040003336 環境計測（株） 福岡サービスセンター 所長 横本　晃 福岡市東区青葉２－１０－７　ミレニアム青葉１０２ 市外

040003466 （株）環境サポート 代表取締役 野崎　千尋 小郡市上岩田７６９ 市外

040003107 （株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸３－５０－２０ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

環境計量

都市計画設計 建築設計

建築設計

他設計

環境計量 測定検査

測量 下水道設計 上水道設計 他設計 地質調査

下水道設計 建清掃 側溝清掃 カメラ 漏水調査

都市計画設計 建築設計

上水道設計

補償コン 不動産

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 建築設計 地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

環境計量

イベント

自動ドア

030001725 環境テクノス（株） 福岡支店 支店長 貴戸　秀徳 福岡市博多区博多駅東１－１０－２３ 市外

030002069 （株）環境デザイン機構 代表取締役 佐藤　俊郎 福岡市中央区赤坂1-11-16　FD+5F 市外

040003126 （株）環境デザイン研究所 代表取締役 仙田　順子 港区六本木５－１２－２２ 市外

040007042 （株）環境デザイン設計事務所 代表取締役社長 小川　紀 新宿区新小川町５－６ 市外

040003356 （株）環境分析技術センター 代表取締役 田山　裕士 筑紫野市むさしヶ丘１－２３－１６ 市外

040005074 関西技術コンサルタント（株） 福岡事務所 営業統括 辻　裕司 福岡市南区井尻１－４－９－１０２ 市外

030001219 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 市外

030001223 （株）環・設計工房 代表取締役 杉本　泰志 福岡市南区大橋２－２－１ 市外

010000047 （株）管総研 代表取締役社長 川久保　知一 尼崎市浜１－１－１ 市外

030001338 （株）鑑定ソリュート福岡 代表取締役 廣原　浩一 福岡市博多区博多駅東２－６－１ 市外

030000260 （株）技術開発コンサルタント 代表取締役 木原　泰信 福岡市博多区上呉服町１２－８ 市外

030000189 基礎地盤コンサルタンツ（株） 九州支社 支社長 白井　康夫 福岡市早良区原２－１６－７ 市外

040003314 キタイ設計（株） 福岡事務所 所長 野崎　修作 北九州市小倉北区浅野１－２－３９ 市外

040001208 （公財）北九州生活科学センター 福岡事業所 所長 田中　衛 福岡市博多区千代１－２－４福岡生活衛生食品会館４Ｆ 市外

040007198 キャリアリンク（株） 代表取締役 成澤　素明 新宿区西新宿２－１－１ 市外

040007103 九州オートドアー（株） 佐賀営業所 所長 多良　純一 神埼郡吉野ヶ里町田手２７１８ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建清掃 側溝清掃 道清掃 カメラ 除草

道路設計 河川設計 農業土木設計 鋼構造設計 他設計

補償コン

農業土木設計 都市計画設計 他設計 地質調査 補償コン

環境計量 測定検査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 建築設計 補償コン

測量

封入封緘

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 鋼構造設計 他設計

測量 他設計 地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

鋼構造設計 他設計 補償コン

建清掃 建消毒 人警備

測量 他設計 地質調査

測量

下水道設計 上水道設計 漏水調査

自家電保守

測量 道路設計 他設計 地質調査

自家電保守

040003472 九州海運（株） 代表取締役 和田　隆行 福岡市中央区那の津５－１－９ 市外

030000199 （株）九州開発エンジニヤリング 福岡支店 支店長 原田　康行 福岡市博多区博多駅前４－４－２３第３岡部ビル５Ｆ 市外

030000200 （一財）九州環境管理協会 理事長 百島　則幸 福岡市東区松香台１－１０－１ 市外

030000204 九州建設コンサルタント（株） 福岡支店 支店長 藤田　和幸 福岡市早良区次郎丸２－１－１ 市外

040000202 九州航空（株） 代表取締役 磯辺　正之 大分市王子町１２－１ 市外

040007070 （株）九州コーユー 代表取締役 森内　康之 小城市三日月町金田８１３ 市外

030000208 九州コンサルタント（株） 代表取締役 叶　信彦 福岡市中央区草香江１－１－１７ 市外

040003464 （株）九州ジオテック 代表取締役 百田　忠義 小郡市小板井５７６－５ 市外

040000741 九州水工設計（株） 福岡支店 支店長 青山　忠仁 福岡市博多区博多駅前３－２７－１８　福岡スタイルビル３Ｆ 市外

030001701 （株）九州総合管理 代表取締役 後藤　元生 福岡市城南区七隈７－２４－２２ 市外

030000214 （株）九州地質コンサルタント 代表取締役 花村　修 福岡市博多区光丘町２－３－２１ 市外

030001679 九州地理情報（株） 代表取締役 三舛　善彦 福岡市東区青葉２－３０－１ 市外

040007110 九州テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役社長 鯵川　太司 熊本市中央区水前寺公園２８ー４３ 市外

040007220 （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 市外

040000177 九州電技開発（株） 代表取締役社長 中武　司 福岡市中央区清川２－１３－６ 市外

040003405 九州電気管理（協） 代表理事 高島　栄治 福岡市博多区博多駅南１－８－１２ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

自家電保守

建清掃 建消毒 人警備

測量

漏水調査

環境計量 測定検査

建清掃 人警備 機警備 消防保守 建点検

設点検

測量 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

鋼構造設計 建築設計

建清掃 建消毒 樹木管理 防蟻 除草

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 鋼構造設計 他設計

建清掃 建消毒 人警備 消防保守 自家電保守

建点検 設点検

道路設計 河川設計 農業土木設計 上水道設計 鋼構造設計

他設計 補償コン

道路設計 鋼構造設計 地質調査

測量 道路設計 河川設計 都市計画設計 鋼構造設計

他設計 地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計

建清掃 建消毒

040003446 （一社）九州電気管理技術者協会 会長 野中　敏朗 福岡市博多区博多駅南１－３－１１　ＫＤＸ博多南ビル６Ｆ 市外

030001202 （株）九州ビルサービス福岡 代表取締役 古村　勝 福岡市中央区大手門２－１－１０ 市外

040003030 （株）九州文化財研究所 代表取締役 田中　伸也 熊本市中央区神水１ー３２ー１９ 市外

040007075 九州マニュテック（株） 代表取締役 原田　喜久住 合志市上庄８２６－４ 市外

040003289 九電産業（株） 代表取締役社長 薬真寺　偉臣 福岡市中央区渡辺通２‐１‐８２ 市外

040003372 （株）キューネット 代表取締役 西川　尚希 熊本市中央区帯山４ー１８－１ 市外

040003269 （有）キュービ 取締役 笠松　卓史 嘉穂郡桂川町大字土居１１１４‐３ 市外

030000230 九和設計（株） 代表取締役 香原　靖之 北九州市八幡西区別所町２－３８ 市外

040001030 （有）共栄資源管理センター小郡 代表取締役 野崎　千尋 小郡市上岩田７６６ 市外

030001434 （株）共栄設計事務所 代表取締役 小宮　晃 福岡市早良区干隈６－８－１ 市外

030001352 （株）共栄ビル・パートナーズ 代表取締役社長 草場　真哉 福岡市南区向野２－１１－１０ 市外

040005086 （株）共同技術コンサルタント 福岡支店 支店長 木村　隆一 福岡市博多区東比恵２－２０－２５東比恵ビル５０２ 市外

040007196 （株）共同テクノ 代表取締役 甲斐　久幸 福岡市博多区東比恵２－２０－２５東比恵ビル４０２ 市外

030000241 （株）橋梁コンサルタント 西日本支社 支社長 中島　雅人 福岡市博多区博多駅東１－９－１１ 市外

030000244 （株）協和コンサルタンツ 九州支社 支社長 齋藤　直人 福岡市中央区天神３－１１ー２０ 市外

040003015 キョウワプロテック（株） 福岡事業所 福岡事業所長 谷川　直弘 福岡市中央区春吉３－２１－１８ジェスト２５ビル５Ｆ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

イベント

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

鋼構造設計

自家電保守

測量 造園設計 都市計画設計 他設計 建築設計

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 耐震診断

建築設計

都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計

測量 下水道設計 道路設計 鋼構造設計 建点検

カメラ

建築設計

建清掃 測定検査 建消毒 消防保守 自家電保守

建点検 設点検 自動ドア イベント

測量 道路設計 都市計画設計

環境計量

建清掃 測定検査 建消毒 消防保守 自家電保守

都市計画設計 建築設計 建点検 封入封緘

旅客輸送

040007164 （有）清川テント工業 代表取締役 藤川　清三 田川市大字糒１８３６ー８ 市外

030000252 極水設計（株） 代表取締役 志多　充吉 福岡市東区香椎駅前２－９－１ 市外

040005080 （株）近代プラント 代表取締役 石田　保憲 福岡市東区松島４－１３－１５ 市外

030001767 （株）空間創研 代表取締役 後藤　逸成 京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町５８０－１ 市外

040003099 （株）楠山設計 九州支社 支社長 久寿米木　健司 福岡市博多区博多駅前２－１７－２５ 市外

040007203 （株）隈研吾建築都市設計事務所 代表取締役 横尾　実 港区南青山２－２４－８ 市外

030000271 （株）久米設計 九州支社 執行役員九州支社長 高崎　強 福岡市中央区天神１－２－１２ 市外

040007065 クモノスコーポレーション（株） 九州支店 支店長 中村　敏明 福岡市博多区諸岡３－９－６ 市外

040007156 クリアウォーターＯＳＡＫＡ（株） 代表取締役 河谷　幸生 大阪市中央区船場中央２－２－５－２３３ 市外

040003380 （株）グリーンエコ 代表取締役 岡村　雅明 大阪市中央区南船場１－１７－１１　上野ＢＲビル 市外

040007199 （株）クリーン工房 代表取締役 川鍋　大二 さいたま市中央区新都心１１－２　さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 市外

030001346 グリーン・コンサルタント（株） 九州営業所 取締役所長 小田　英昭 福岡市中央区大手門２－１－３４ 市外

040007193 グリーンブルー（株） 代表取締役 杉本　健司 横浜市神奈川区西神奈川１－１４－１２ 市外

040007007 （株）クレイブ 九州支店　熊本営業所 支店長 阿部　真実 熊本市中央区神水２－１３－３５ 市外

030000217 グローバル・ライフ・サポート（株） 代表取締役 日暮　光一郎 福岡市博多区網場町５－１ 市外

040007189 （株）くろき 代表取締役 山崎　誠 八女市黒木町本分１６２５－２ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計

設点検

下水道設計 鋼構造設計 他設計

都市計画設計 建築設計

道路設計 都市計画設計

測量 補償コン

カメラ

測量 道路設計 河川設計 造園設計 都市計画設計

他設計 地質調査 環境計量 測定検査

建築設計 環境計量 建点検

下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 地質調査 環境計量 カメラ

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

建築設計 電気設備設計 機械設備設計

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 建点検 耐震診断

建清掃 人警備

下水道設計 道路設計 都市計画設計

地質調査

030000281 （有）群設計工房 代表取締役 徳永　達彦 福岡市中央区大濠公園２－１７秀和大濠公園レジデンス２０１号 市外

040007068 ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 武蔵村山市伊奈平１ー７０ー２ 市外

040005079 （一財）経済調査会 九州支部 支部長 豊福　哲也 福岡市博多区博多駅前２－３－７ 市外

040001314 （有）ケイプラン 代表取締役 空閑　貴彦 福岡市南区横手１－５－２４－１０２ 市外

030002065 （株）ケー・シー・エス 九州支社 支社長 松本　好史 福岡市博多区博多駅前１－４－４ 市外

040003282 （株）建匠コンサルタント 福岡支店 支店長 西村　郁子 福岡市博多区板付７－１０－２７　第１５博多南ＩＲビル５０５ 市外

030001145 （株）研進産業 代表取締役 髙木　英範 福岡市博多区吉塚６－６－５９ 市外

030001778 （株）建設環境研究所 九州支社 支社長 豊國　法文 福岡市博多区奈良屋町２－１ 市外

040007034 （株）建設環境コンサルティング 福岡支店 支店長 平松　孝文 福岡市博多区博多駅前１－２１－２８いちご博多駅前スクエア７Ｆ 市外

030000287 （株）建設技術研究所 九州支社 取締役常務執行役員支社長 上村　俊英 福岡市中央区大名２－４－１２ 市外

030001243 （株）建設技術センター 事業部 事業本部長 浦　憲治 筑後市大字長浜２７１ 市外

030000289 （株）建築企画こが 代表取締役 古賀　善孝 柳川市三橋町今古賀４３－１ 市外

040000228 （株）建築企画コム・フォレスト 代表取締役 林田　俊二 福岡市博多区神屋町４－５　ＫＳ神屋町ビル７Ｆ 市外

030000197 （株）コアズ 九州事業本部 取締役事業本部長 岡部　満雄 福岡市博多区博多駅東１－１３－６ 市外

010000060 コア都市設計（株） 代表取締役 八尋　輝男 大野城市乙金東１－１－１２ 市外

030000293 興亜開発（株） 九州支店 支店長 米原　久晶 福岡市南区井尻３－１２－３３　アンビエント井尻１Ｆ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 建築設計 補償コン 土地家屋調査 不動産

造園設計 都市計画設計 他設計 イベント

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 他設計

イベント

建築設計

建築設計

イベント

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査

測量

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 補償コン

測量

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 地質調査 補償コン

下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計 鋼構造設計

漏水調査

下水道設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計

測量

030001467 （株）孝栄設計コンサルタント 代表取締役 川崎　孝志 福岡市南区井尻１－３６－２０ 市外

040007039 （株）公園マネジメント研究所 代表取締役 小野　隆 大阪市中央区谷町２－２－２２ 市外

010000027 公月測量設計（株） 代表取締役 小野　浩信 玖珠郡玖珠町大字塚脇１６３－８ 市外

040007107 （株）広研 代表取締役 松本　恒憲 福岡市中央区天神４－６－２８天神ファーストビル３Ｆ 市外

040003407 （有）香山建築研究所 代表取締役 長谷川　祥久 文京区本郷２－１２－１０ 市外

030000304 （株）甲山建築設計事務所 代表取締役 西　幸博 福岡市早良区高取２－１８－６ 市外

040007185 コーユーレンティア（株） 九州支店 支店長 猪腰　重之 福岡市博多区博多駅南１－６－２２　メナード福岡ビル６Ｆ 市外

030000309 国際航業（株） 福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東３－６―３ 市外

040003179 国際文化財（株） 西日本支店 支店長 川井　健士 大阪市中央区南船場２－３－２　南船場ハートビル 市外

040002114 国土建設測量設計（株） 代表取締役 佐々木　隆人 朝倉市三奈木２７７５ 市外

040000603 国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛 世田谷区池尻２－７－３ 市外

030001239 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 市外

030000330 （株）吾水総合コンサルタント 福岡支店 支店長 戸川　寛 福岡市博多区東光２－８－１７ 市外

030001786 （株）コスモリサーチ 代表取締役 築山　邦弘 福岡市博多区春町２－８－９ 市外

040003494 （株）五星 代表取締役 今中　雅樹 三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 市外

040003489 （株）コンクリートサポートセンター 代表取締役 反保　美光 福岡市早良区次郎丸６－１３－２４ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

造園設計 都市計画設計

建築設計 建点検 耐震診断

測量 道路設計 都市計画設計

測量

環境計量

不動産

都市計画設計 建築設計

建築設計

建清掃 側溝清掃 道清掃 カメラ 漏水調査

道路設計 他設計

建消毒

測量 道路設計 河川設計 鋼構造設計 他設計

地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査

環境計量 測定検査

建築設計 電気設備設計 機械設備設計

設点検

040003516 （株）コンコード環境デザイン研究所 代表取締役 梅田　和久 福岡市東区千早５－１４－７ 市外

030001478 （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 市外

040003284 （株）サーベイリサーチセンター 九州事務所 所長 林　雅保 福岡市博多区博多駅東２－６－２６ 市外

040007041 西海測量設計（株） 代表取締役 橋本　卓也 八女市龍ヶ原２９７－１ 市外

040000407 （一財）佐賀県環境科学検査協会 理事長 木原　奉文 佐賀市光１－１－２ 市外

010000002 （株）さくらビジネスパートナーズ 代表取締役 井上　慶一 福岡市中央区大名２－４－２２　新日本ビル５Ｆ 市外

030000345 （株）佐藤総合計画 九州オフィス 執行役員九州オフィス代表 嶋田　秀雄 福岡市博多区店屋町５－１８ 市外

030001466 （株）サニム建築事務所 代表取締役社長 松岡　啓一郎 福岡市中央区荒戸２－３－３７　朝日プラザ西公園１０１ 市外

030001758 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 市外

040003230 （株）三紀 福岡支店 支店長 小倉　格 福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ 市外

040003401 三共アメニテクス（株） 福岡支店 取締役 岡　隆之 福岡市南区的場１－１３－６ 市外

040000679 産業開発コンサルタント（株） 代表取締役 力丸　明徳 福岡市東区筥松３－１３－９ 市外

040001041 サンクスエンジニアリング（株） 代表取締役 平山　基裕 福岡市博多区博多駅東２－８－１１ 市外

040003492 （株）三計テクノス 代表取締役 石炭　行信 熊本市東区御領５－１０－２０ 市外

030002038 （株）産研設計 代表取締役 船津　浩 福岡市博多区下川端町１２－２０ 市外

040007135 三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 大阪市大正区鶴町２－１５－２６ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン

都市計画設計 建築設計 耐震診断

漏水調査

測量 下水道設計 河川設計 上水道設計 他設計

電気設備設計 機械設備設計 地質調査 耐震診断

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 鋼構造設計 他設計 地質調査 補償コン

建築設計

漏水調査

漏水調査

補償コン

補償コン

建築設計 イベント

環境計量

測量

測量 道路設計 河川設計 鋼構造設計 他設計

地質調査

建築設計

030000365 サンコーコンサルタント（株） 九州支社 執行役員支社長 里見　武彦 福岡市博多区中洲中島町２－３ 市外

030000379 （株）サンコンサル 代表取締役 満安　政幸 福岡市博多区板付２－５－４ 市外

030000371 （株）三座建築事務所 九州事務所 九州事務所長 百武　篤 福岡市博多区下川端町１０－５博多麹屋番ビル 市外

040003412 （株）サンスイ 九州支店 支店長 守谷　修司 福岡市博多区博多駅中央街５－１１　第１３泰平ビル９Ｆ７号室 市外

030000374 （株）三水コンサルタント 西部支社 支社長 住山　真 福岡市博多区中洲５－６－２８ 市外

040001009 （株）三祐コンサルタンツ 九州支店 九州支店長 宮本　聖治 熊本市中央区細工町４－３０－１ 市外

040003358 （株）サンユニオン 代表取締役 四ヶ所　秀憲 福岡市中央区赤坂１－７－２３ 市外

040003315 （株）サンリーク 九州支店 支店長 桑口　健二 福岡市西区福重５－４－１１ 市外

040003425 （有）サンロック 代表取締役 岩元　みづえ 垂水市浜平１８０５－５ 市外

040007032 （株）三和コンサルタント 代表取締役 森戸　敏文 筑紫野市阿志岐２４８０－１ 市外

040000631 （株）三和綜合コンサル 九州支店 支店長 梶原　隆男 福岡市博多区比恵町２－７　博多東エースビル５階 市外

040007085 （株）シアターワークショップ 代表取締役 伊東　正示 渋谷区神宮前６－２３－３　第９ＳＹビル４Ｆ 市外

040001205 （株）ＣＲＣ食品環境衛生研究所 代表取締役 江川　護 福岡市東区松島５－７－６ 市外

040007184 （有）シーエスプランニング 取締役社長 黒木　隆幸 福岡市中央区高砂１－６－２１ 市外

040003054 （株）ＣＴＩグランドプラニング 代表取締役社長 石本　俊亮 福岡市中央区大名２－４－１２ 市外

040001348 （株）Ｇデザインアソシエイツ 代表取締役 西　洋一 福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル４Ｆ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 道路設計 河川設計 都市計画設計 鋼構造設計

測量 下水道設計 道路設計 都市計画設計 鋼構造設計

他設計 建築設計 機械設備設計 地質調査 耐震診断

建清掃 人警備 除草

設点検

道路設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

地質調査

地質調査

建築設計

電気設備設計 機械設備設計 設点検

建築設計 建点検 設点検 耐震診断

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

設点検

測量 上水道設計

イベント

測量 造園設計 建築設計

建築設計

040003506 （株）シー・バス・プランニング 代表取締役 小山　百合生 熊本市東区健軍１－７－２１ 市外

030001372 ＪＲ九州コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 津高　守 福岡市博多区博多駅東１－１－１４ 市外

040003381 ＪＲ九州サービスサポート（株） 代表取締役社長 大石　和弘 福岡市博多区博多駅中央街７－２１ 市外

040007092 （株）ジェイ・イー 代表取締役 長岡　敦史 飯塚市長尾６６１ 市外

040003205 ジオ・サーチ（株） 九州事務所 事務所長 弘中　靖志 福岡市中央区天神３－４－７ 市外

040003458 （株）ジオシステム 代表取締役 大石　航平 福岡市博多区竹下５－１９－２２ 市外

040001352 （株）ジオフォーメーション 代表取締役 桑野　代介 福岡市南区柏原２－２７－１６ 市外

030001142 （株）志賀設計 代表取締役社長 八島　英孝 福岡市城南区鳥飼５－２０－１１ 市外

040000666 （有）システムプラン 代表取締役 森　良一 福岡市中央区渡辺通４－２－２５ 市外

030001705 （株）柴田建築設計事務所 代表取締役 柴田　成文 福岡市博多区住吉４－３－３１ 市外

030000396 写測エンジニアリング（株） 福岡支店 支店長 冨永　正俊 福岡市博多区上呉服町１１－１６ 市外

040007130 ジャパンエレベーターサービス九州（株） 代表取締役 副島　健治 福岡市博多区博多駅東１－１８－２５ 市外

040007093 ジャパンエンジニアリング（株） 代表取締役 渡邊　正温 北九州市八幡西区本城５－１－１４ 市外

040007151 ジャパンレントオール（株） 代表取締役 加護　洋一 神戸市西区玉津町高津橋４６７－１ 市外

040003004 （株）修復技術システム 代表取締役 小西　龍三郎 福岡市博多区奈良屋町５－１０ 市外

040003404 （株）俊設計 代表取締役 吉田　俊文 福岡市博多区博多駅前２－１７－８安田第４ビル 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

都市計画設計 建築設計

測量 道路設計 河川設計 都市計画設計

機械設備設計

建築設計 建点検 設点検 耐震診断

測量 下水道設計 道路設計 農業土木設計 造園設計

都市計画設計 他設計 地質調査 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

測量 下水道設計 上水道設計 都市計画設計 建築設計

電気設備設計 機械設備設計 地質調査 耐震診断

測量 道路設計 河川設計 鋼構造設計 地質調査

環境計量 測定検査

建清掃 測定検査 建消毒 人警備

地質調査

建清掃

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 補償コン

測量 農業土木設計 他設計 地質調査

不動産

測量 下水道設計 道路設計 都市計画設計

自家電保守

040003263 （株）醇まちづくり技術研究所 代表取締役 横山　朋和 福岡市中央区渡辺通２‐８‐１２ 市外

040000573 （株）松栄都市設計事務所 代表取締役 松田　和範 福岡市博多区奈良屋町１４－２０ 市外

040007058 （有）城崎設備工業 代表取締役 城崎　洋子 筑後市大字尾島７５９ー１ 市外

040002121 （有）昇司建築事務所 代表取締役 新泉　侑司 福岡市南区大楠２－４－２１ 市外

030001754 昭和（株） 九州支社 支社長 相川　純一 福岡市博多区下川端町３－１ 市外

040000503 （株）昭和建設コンサルタント 代表取締役 宗　道昭 福岡市南区清水１－１４－２０ 市外

030000403 （株）昭和設計 九州事務所 所長 藤森　久司 福岡市中央区赤坂１－５－１１ 市外

040000529 新栄地研（株） 代表取締役 真弓　貴宏 佐賀市若楠２－５－２５ 市外

040000518 （株）シンコー 代表取締役社長 榎本　澄男 福岡市中央区天神４－７－１７ 市外

030000421 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 市外

040007162 （株）新東管理 代表取締役 関野　篤人 東大和市蔵敷２－４８０－２ 市外

040007160 （株）新日本技術コンサルタント 代表取締役 上野　竜哉 鹿児島市田上８－２４－２１ 市外

030001226 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ー１５ー１８ 市外

040001206 新日本総合鑑定（株） 代表取締役 石田　美紀子 福岡市中央区大名２－１０－２　シャンボール大名Ｂ－２０１ 市外

040007116 新日本測量設計（株） 代表取締役 桑野　壮平 福岡市博多区竹丘町２－１－２０ 市外

040003482 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 市外

　　　19 / 41 ページ



業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

設点検

測量 補償コン

建清掃 測定検査 建消毒 樹木管理 除草

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 鋼構造設計

道路設計 環境計量 測定検査

建清掃 人警備

他設計 環境計量 測定検査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査

機警備

電気設備設計 機械設備設計

建清掃 人警備 消防保守 自家電保守 設点検

人警備 機警備

イベント

漏水調査

建清掃

造園設計 都市計画設計 建築設計

040007139 （株）信和エレベーター 代表取締役 竹下　真人 大牟田市新勝立町５－８４－２７ 市外

030001766 （株）新和コンサルタント 代表取締役 新原　裕介 太宰府市水城２－１８－３７ 市外

040007230 （株）スマイル企画 代表取締役 年岡　裕也 福岡市博多区比恵町１９－２８ 市外

030000450 （株）スリーエヌ技術コンサルタント 代表取締役社長 福澤　一博 福岡市博多区東光２－１－１３協栄ビル８Ｆ 市外

040001313 （株）静環検査センター 福岡支店 支店長 小谷　聖滋 福岡市博多区博多駅南６－４－２５ 市外

040002464 （株）セイビ九州 代表取締役社長 森永　幸次郎 福岡市博多区博多駅前１－１９－３ 市外

030002063 西部環境調査（株） 福岡事業所 所長 藤井　涼 福岡市博多区築港本町８－１４ 市外

040000644 （株）西部技術コンサルタント 代表取締役 松尾　涼二 福岡市博多区博多駅南４－１８－１２ 市外

030001193 セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 渋谷区神宮前１－５－１ 市外

040003088 （株）設備総合計画 代表取締役 宮川　眞誠 福岡市南区塩原４－３－７ 市外

040000212 （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 市外

010000062 （株）セノン 福岡支社 支社長 福田　安和 福岡市中央区白金１－２－２１ 市外

040007144 （株）セレスポ 福岡支店 支店長 水田　弘貴 福岡市東区松崎２－２４－１２ 市外

040007219 （株）ゼロサポート 代表取締役 広田　龍彦 福岡市博多区博多駅南５－２－１９ 市外

040007104 （株）全環 代表取締役 森山　成孝 福岡市中央区高砂２－５－１０ 市外

030000468 （株）ゼン環境設計 代表取締役 中村　久二 福岡市東区箱崎１－３２－４０ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計 建点検

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

測量

鋼構造設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計 建点検

設点検 耐震診断

補償コン 不動産

測量 道路設計 河川設計 鋼構造設計 地質調査

環境計量 耐震診断

人警備 機警備

造園設計 都市計画設計

電気設備設計 機械設備設計

測量

不動産

測量 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 鋼構造設計 地質調査

イベント

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 鋼構造設計

他設計 地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン 不動産

040003476 （有）漸建築設計室 代表取締役 山本　博一 福岡市中央区大名１－１３－１５－３０２ 市外

040000471 セントラルコンサルタント（株） 九州支社 取締役支社長 小川　一郎 福岡市博多区博多駅東２－１４－１ 市外

030000469 （株）ゼンリン 福岡営業所 所長 緒方　賢一 福岡市博多区住吉４－１－５　福岡ＧＯＡビル４Ｆ 市外

040000550 （株）綜企画設計 福岡支店 支店長 北田　久晴 福岡市博多区住吉２－２－１６ 市外

030000470 （株）総研 代表取締役 篠田　正浩 福岡市中央区天神１－１３－２ 市外

040007056 （株）綜合技術コンサルタント 九州支店 支店長 二宮　雄司 福岡市博多区博多駅前１－９－３ 市外

040003097 綜合警備保障（株） 福岡支社 支社長 山下　　恒夫 糟屋郡志免町別府北４－２－２０ 市外

030000479 （株）総合設計研究所 九州事務所 九州事務所長 松山　美子 福岡市中央区薬院４ー１ー１０ 市外

030001678 （株）総合設備コンサルタント 九州事務所 所長 岸川　宏 福岡市博多区博多駅南２－１－５　博多サンシティビル５Ｆ 市外

040003307 （株）測技 代表取締役 多久島　安孝 宗像市田熊３－１－４７ 市外

040000175 （株）第一鑑定リサーチ 代表取締役 吉田　稔 福岡市中央区大名２－２－５０ 市外

040005066 （株）第一設計コンサルタント 代表取締役 猪口　輝美 北九州市八幡西区香月中央３－２－１ 市外

030000532 第一総合技術（株） 代表取締役 佐藤　幸一 福岡市博多区諸岡１－７－２５ 市外

040007142 第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 港区南青山２－１１－１７ 市外

030001248 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 市外

030000544 （株）大建 代表取締役 松尾　憲親 福岡市早良区南庄２－９－１２ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計 建点検 設点検 耐震診断

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 建築設計 電気設備設計

機械設備設計 耐震診断

測量 建築設計 補償コン

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計

地質調査 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

地質調査

旅客輸送

除草

建築設計

建清掃 建消毒 樹木管理 除草

建清掃 測定検査 消防保守

イベント

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査 環境計量

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

建清掃

環境計量

030001703 （株）大建エンジニアリング 代表取締役 西田　潤 北九州市小倉北区堺町１－９－１０ 市外

030000546 （株）大建設計 九州事務所 九州事務所長 田嶋　慎也 福岡市博多区住吉３－１－１　富士フイルム福岡ビル内 市外

020001925 （株）大建補償コンサルタント 代表取締役 徳永　健一 福岡市南区井尻３－２２－２３　４Ｆ 市外

030000486 大正測量設計（株） 代表取締役 川崎　信三 福岡市南区皿山３－２－５６ 市外

040003271 （株）大進 代表取締役 山内　康功 鹿児島市新照院町２１‐７ 市外

040007017 （株）大信技術開発 福岡営業所 所長 伊ヶ崎　穣次 福岡市南区花畑２－１７－３１　２０５ 市外

040007163 大新東（株） 福岡営業所 所長 高梨　広一 糟屋郡新宮町三代西１－５－１ 市外

040007077 （株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城５ー２１ー２１ 市外

040003279 （株）大設計 代表取締役 和田　義一 福岡市博多区中呉服町２‐２ 市外

030001195 （株）タイト綜合管理 代表取締役 岸本　幸児 福岡市西区戸切３－３８－１４ 市外

040007145 （株）大日 代表取締役社長 宇野　浩一 日田市大字高瀬１２４８－１ 市外

040007217 大日本印刷（株） 左内町営業部 左内町営業部長 吉村　仁 新宿区市谷加賀町１－１－１ 市外

030000555 大日本コンサルタント（株） 九州支社 執行役員支社長 友光　宏実 福岡市博多区東比恵４－２－１０ 市外

040003238 大福コンサルタント（株） 代表取締役社長 福田　真也 鹿児島市東郡元町１７－１５ 市外

040003151 （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 市外

030001809 （株）太平環境科学センター 代表取締役 坂本　雅俊 福岡市博多区金の隈２－２－３１ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

建清掃 測定検査 建消毒 人警備 消防保守

自家電保守 建点検 設点検

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン

測量 下水道設計 上水道設計 補償コン

補償コン

不動産

建築設計

建清掃 人警備

電気設備設計 機械設備設計

測量 下水道設計 道路設計 都市計画設計

下水道設計 上水道設計 他設計 建築設計 電気設備設計

機械設備設計

建築設計 建点検

測量 道路設計 河川設計 他設計 地質調査

環境計量

都市計画設計 補償コン 不動産

測量 補償コン

020001774 （株）大平総合プラン 代表取締役 尾村　龍信 熊本市東区月出２－５－７６ 市外

030001600 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 市外

030001220 （株）ダイヤコンサルタント 福岡事務所 所長 中村　勧 福岡市博多区千代５ー３ー１９ 市外

030000496 太洋建設コンサルタント（株） 代表取締役 大曲　秀美 福岡市城南区長尾３－２９－２７ 市外

030000501 （株）大陸総合コンサルタント 代表取締役 松尾　卓 福岡市南区高木１－８－１８ 市外

040007117 大和総合補償（株） 代表取締役 笠井　照子 福岡市中央区天神４－２－２０ 市外

030000565 大和不動産鑑定（株） 九州支社 九州支社長 寺島　弘次 福岡市中央区天神４－２－２０ 市外

040007012 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 市外

040003521 （株）タカ・コーポレーション 代表取締役 池田　徹 福岡市博多区博多駅南４－３－１８ 市外

040007200 （合）高松設備設計 代表社員 高松　宏 佐賀市東与賀町下古賀８８０－３ 市外

030000510 （株）拓研コンサルタント 代表取締役 田中　正也 福岡市早良区荒江２－６－３７ 市外

040000339 （株）匠技術コンサルタント 代表取締役 浦田　峯年 福岡市西区周船寺１－６－９ 市外

030000513 （株）匠建築研究所 代表取締役 原　啓介 福岡市中央区那の川２－９－７ 市外

040007061 タナベ環境工学（株） 福岡支社 支社長 大石　直康 福岡市東区松田３―１―２０ 市外

030000525 （株）谷澤総合鑑定所 九州支社 支社長 的野　泰浩 福岡市中央区天神２－８－３８協和ビル４Ｆ 市外

040000429 ダン企画設計コンサルタント（株） 代表取締役 秋吉　隆利 福岡市博多区那珂２－１６－１４ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 道路設計 河川設計 鋼構造設計

建築設計 イベント

不動産

測量 補償コン

建清掃 測定検査 建消毒 防蟻 除草

消防保守 自家電保守 建点検

不動産

漏水調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査 環境計量

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

人警備 機警備 消防保守

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

下水道設計 道路設計 上水道設計 鋼構造設計 地質調査

耐震診断

下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 補償コン 環境計量

測量 建築設計 補償コン 建点検 設点検

都市計画設計 他設計 環境計量

下水道設計 道路設計 河川設計 都市計画設計 鋼構造設計

他設計 地質調査

040001329 ダン技術設計（株） 代表取締役 小玉　純士 福岡市南区塩原３－８－２８ 市外

030002068 （株）丹青社 代表取締役 高橋　貴志 港区港南１－２－７０ 市外

040003168 （株）地域科学研究所 福岡事務所 福岡事務所長 木下　晋介 福岡市博多区博多駅南１‐８‐３１　九州ビル 市外

030000571 筑後測量設計（株） 代表取締役 山浦　揚介 三潴郡大木町大字奥牟田４８４－１－１ 市外

040007099 筑紫地区ビル管理事業（協） 代表理事 森岡　修 筑紫野市大字俗明院３６―１ 市外

030001429 （有）筑紫不動産鑑定事務所 代表取締役 松本　俊朗 筑紫野市二日市中央５－３－１６ 市外

040003270 地中エンジニアリング（株） 九州営業所 所長 飯田　俊也 福岡市博多区東比恵３－４－２ 市外

030001240 中央開発（株） 九州支社 支社長 高田　誠 福岡市城南区鳥飼６－３－２７ 市外

040003415 （株）中央技術コンサルタンツ 福岡支店 支店長 天辰　和弘 福岡市博多区博多駅南１－３－１ 市外

040007019 中央警備保障（株） 代表取締役 古賀　俊海 佐賀市高木瀬３－３－１０ 市外

030000584 中央コンサルタンツ（株） 福岡支店 執行役員支店長 愛敬　圭二 福岡市博多区冷泉町２－１ 市外

040000832 （株）中央設計技術研究所 福岡事務所 所長 一ノ瀬　旭 福岡市博多区上呉服町１２－３３ 市外

040003267 中央復建コンサルタンツ（株） 九州支社 取締役九州支社長 西垣　勝俊 福岡市博多区祇園町４－６１ＦＯＲＥＣＡＳＴ博多祇園４Ｆ 市外

030000586 （株）中央補償コンサルタント 代表取締役 橘　智宏 北九州市小倉北区木町３－３－７ 市外

030001691 中外テクノス（株） 九州支店 支店長 北野　満誉 福岡市博多区東那珂２－２０－３５ 市外

030000589 （株）長大 福岡支社 支社長 笠井　茂夫 福岡市中央区渡辺通１－１－１ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 道路設計 鋼構造設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査 環境計量

測量 道路設計 河川設計 鋼構造設計 他設計

他設計 建築設計 カメラ 設点検

建築設計

旅客輸送

電気設備設計 機械設備設計

イベント

イベント

測量 道路設計 河川設計 農業土木設計 都市計画設計

他設計

樹木管理 除草

測定検査 カメラ 漏水調査

電気設備設計 機械設備設計

漏水調査

側溝清掃 カメラ

造園設計

040007040 （株）長大テック 福岡支店 支店長 松本　幸生 福岡市博多区博多駅南１－３－１１ 市外

030000590 （株）千代田コンサルタント 九州支店 支店長 白地　千松 福岡市博多区住吉２－２－１ 市外

040007054 通信土木コンサルタント（株） 九州支店 支店長 吉海　達 福岡市博多区博多駅東３－１１－２８ 市外

040007052 （株）通電技術 福岡営業所 所長 高橋　博靖 福岡市博多区博多駅東２－５－１９ 市外

030000591 （株）司建築設計事務所 代表取締役 岡本　憲二郎 福岡市中央区黒門２－１ 市外

040007073 （有）つくしの観光バス 代表取締役 森岡　壯一 筑紫野市俗明院４３ 市外

040000687 （株）翼設備計画 代表取締役 中村　謙介 福岡市中央区舞鶴３－１－１０ 市外

040007157 ＴＳＰ太陽（株） 福岡営業所 所長 柳澤　佳男 福岡市博多区博多駅東２－１５－１９ 市外

040007126 ＴＳＰプラス（株） 代表取締役 荒木　尚 糟屋郡志免町別府北１－１２－３３ 市外

040003162 （株）ティーネットジャパン 九州支社 支社長 西原　裕之 福岡市博多区博多駅前２－１９－２７ 市外

040005082 （株）庭建 福岡営業所 所長 田雑　裕一 大野城市乙金東３－１０－９ 市外

040003174 （株）テクアノーツ 九州事業所 九州事業所長 篠崎　準二 熊本市東区東野４－１－３ 市外

040001322 （株）テクノ工営 西日本支社 取締役西日本支社長 柳原　孝紀 福岡市中央区舞鶴２－２－３ 市外

040001209 （株）テクノスジャパン 代表取締役 垣本　政輝 福岡市博多区光丘町３－１－５ 市外

040000715 （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 市外

040007081 （株）デザインリンク 代表取締役 吉村　直道 福岡市南区向野２－１５－２９トーカンマンション大橋１０６ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計

漏水調査

自動ドア

鋼構造設計 建築設計

建築設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 鋼構造設計

建清掃 カメラ

測量

河川設計

測量 下水道設計 上水道設計 鋼構造設計 他設計

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 地質調査 耐震診断

測量 地質調査

環境計量 測定検査

建清掃 測定検査 人警備

測量 道路設計 河川設計 鋼構造設計

030000604 （株）手島建築設計事務所 福岡本社 執行役員福岡本社長 野田　康広 福岡市中央区清川３－２１－９ 市外

040003500 （株）テスコム 代表取締役 石田　繁則 大野城市御笠川４－１１－１９ 市外

040007001 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 市外

020000102 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 市外

040001228 （株）傳設計 代表取締役 岩本　茂美 福岡市中央区舞鶴１－６－１３ 市外

030000618 東亜建設技術（株） 代表取締役 藤田　茂久 福岡市西区西の丘１－７－１ 市外

030000619 （株）東亜建設コンサルタント 柳川支店 支店長 山田　明彦 柳川市下宮永町６７７－１ 市外

030000621 （株）東亜コンサルタント 代表取締役 松延　岳志 福岡市博多区東比恵３－２８－１０ 市外

040003131 東環工業（株） 代表取締役 伊勢田　隆太 福岡市博多区西月隈４－８－２９ 市外

040003522 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 代表取締役 小西　康弘 港区海岸１－２－３ 市外

040000167 （株）東京建設コンサルタント 九州支社 支社長 福元　秀一郎 福岡市博多区博多駅南２－１２－３ 市外

030001256 （株）東京設計事務所 九州支社 執行役員支社長 茶村　皇史 福岡市博多区博多駅前２－２０－１大博多ビル 市外

030000629 （株）東京ソイルリサーチ 九州支店 支店長 山村　好英 福岡市博多区博多駅南５－８－４０ 市外

040005067 東京テクニカル・サービス（株） 代表取締役 吉池　南 浦安市今川４－１２－３８－１ 市外

030000630 東京ビル整美（株） 福岡支社 支社長 川村　幸久 福岡市博多区博多駅前２－１７－２５　博多クリエイトビル 市外

040007043 東日設計コンサルタント（株） 九州支店 支店長 下部　順一 福岡市博多区博多駅前４－３６－３２　ＮＳハカタビル４Ｆ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 上水道設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 電気設備設計 機械設備設計

環境計量 測定検査

測量 下水道設計 上水道設計

補償コン

下水道設計 上水道設計

他設計 環境計量

測量 他設計 地質調査

人警備

建築設計 イベント

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 都市計画設計

鋼構造設計 建築設計 地質調査 環境計量

電気設備設計 機械設備設計

建築設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

鋼構造設計

建築設計

都市計画設計 建築設計

030000644 （株）東畑建築事務所 九州オフィス 執行役員代表 河野　和久 福岡市博多区住吉３－１－１ 市外

040007088 （株）東峯技術コンサルタント 九州営業所 九州営業所長 金生　良彦 福岡市東区香椎４－１５－２５ 市外

040003069 （株）東洋環境分析センター 福岡事業所 所長 松永　亮介 福岡市博多区井相田３－５－１０ 市外

040000501 （株）東洋技術コンサルタンツ 代表取締役 高木　泰宏 福岡市中央区平尾２－９－８ 市外

030001712 東洋コンサルタント（株） 代表取締役 吉郷　高治 朝倉郡筑前町松延７９６－３７ 市外

040007086 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 市外

040003195 東和環境科学（株） 九州支店 取締役支店長 道法　雅樹 福岡市東区東浜１－５－１２ 市外

030000660 （株）東和テクノロジー 九州支店 支店長 藤満　基樹 福岡市博多区博多駅南２－９－１１ 市外

040003487 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 市外

030001596 （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 市外

030000613 （株）トーニチコンサルタント 九州支店 支店長 木本　隆 福岡市博多区博多駅前２－６－１０ 市外

030000614 （株）トーホー設備設計 代表取締役 鶴田　明 福岡市博多区博多駅南３－１９－２２ 市外

040003392 （株）時設計 代表取締役 菊地　圭介 中央区東日本橋３－１２－１１　アヅマビル 市外

030000663 （株）トキワ・シビル 代表取締役 松永　幸一郎 福岡市博多区麦野１－２２－３ 市外

030001286 （株）徳岡設計 九州事務所 取締役九州事務所長 谷本　卓也 福岡市博多区東比恵３－２５－５ 市外

040007031 （株）都市環境研究所 九州事務所 取締役九州事務所所長 赤松　悟 福岡市博多区綱場町５－１５ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

道路設計 造園設計 都市計画設計 建築設計

測量 補償コン

都市計画設計

都市計画設計

不動産

イベント

イベント

道路設計 都市計画設計

イベント

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

建築設計 電気設備設計 機械設備設計

造園設計 都市計画設計 建築設計

環境計量

建築設計 建点検 耐震診断

下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 地質調査 補償コン

測量 道路設計 河川設計 他設計

030000671 （株）都市・計画・設計研究所 福岡事務所 取締役福岡事務所長 木原　満男 福岡市中央区西中洲１２－２５岩崎ビル５Ｆ 市外

040000543 （株）都市総合開発研究所 代表取締役 川本　寛人 都城市栄町２４－２ 市外

030001739 （株）都市プラン九州 代表取締役 橋本　信幸 福岡市博多区須崎町５－１０　アーサ小林ビル２０１ 市外

040000176 （株）都市問題経営研究所 代表取締役 北　敏弘 大阪市中央区瓦町４－８－４ 市外

040001049 （株）都市リサーチ 代表取締役 中村　秀紀 福岡市中央区大名２－１－１２ 市外

040007062 （株）ドット・コミュニケーションズ 代表取締役 石橋　隆次 福岡市博多区博多駅前３―２７－２４ 市外

040007082 （株）とっぺん 代表取締役 天賀　光広 佐賀市鍋島町八戸３１９０－３ 市外

040003371 （株）トラフィックプラス 代表取締役 南部　繁樹 福岡市中央区長浜２－４－１　東芝福岡ビル１０Ｆ 市外

040007148 トランス・コスモス（株） 代表取締役社長 奥田　昌孝 渋谷区渋谷３－２５－１８ 市外

030000689 内外エンジニアリング（株） 福岡支社 執行役員福岡支社長 田上　秀彦 福岡市博多区博多駅南３－２０－３ 市外

030000690 （株）内藤建築事務所 九州事務所 所長 神田　宏二 福岡市博多区博多駅前１－１４－１６博多駅前センタービル 市外

030000692 （株）中桐造園設計研究所 代表取締役 中桐　一生 福岡市中央区白金２－８－１２シティビル白金７０Ａ 市外

040007067 （公社）長崎県食品衛生協会 会長 江口　栄 西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３ 市外

040003426 （株）長澤設計 代表取締役 冨永　智治 福岡市中央区西中洲６－２０　占部ビル 市外

030001814 中日本建設コンサルタント（株） 九州事務所 所長 梶原　朋成 福岡市博多区博多駅南１－４－４ 市外

040000706 中日本航空（株） 福岡支店 支店長 増本　勝巳 福岡市博多区博多駅東１―１４―３３ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 下水道設計 道路設計 造園設計 都市計画設計

補償コン

消防保守

建築設計 機械設備設計

イベント

建築設計 電気設備設計 機械設備設計

イベント

建清掃 建消毒 人警備 機警備 防蟻

除草 消防保守 自家電保守 建点検 設点検

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 都市計画設計

鋼構造設計 建築設計 電気設備設計 地質調査 環境計量

建清掃 測定検査 建消毒 人警備 防蟻

除草 消防保守 自家電保守 設点検

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

鋼構造設計

旅客輸送

漏水調査

地質調査

自家電保守

樹木管理 側溝清掃 除草

設点検

030000694 （株）中庭測量コンサルタント 福岡支社 支社長 関屋　保澄 福岡市中央区高砂２－６－４ 市外

040001056 （株）ナカムラ消防化学 福岡営業所 所長 山口　貴志 福岡市博多区東光２－１８－３７　セイントビル１Ｆ１０１ 市外

030000702 （株）那の津寿建築研究所 代表取締役 永島　藤吾 福岡市中央区御所ヶ谷２－４１ 市外

040007147 西尾レントオール（株） ＲＡ福岡営業所 所長 川原　裕輝 福岡市東区箱崎ふ頭５－８－３２ 市外

030000709 （株）西島建築設計事務所 代表取締役 松川　基範 福岡市中央区笹丘１－１７－２９ 市外

040003246 西鉄エアサービス（株） 人材派遣事業部 取締役 池上　晃 福岡市中央区大名２－４－３０西鉄赤坂ビル２Ｆ 市外

040003304 西鉄ビルマネージメント（株） 代表取締役社長 高松　健司 福岡市中央区今泉１－１２－２３ 市外

030000719 西日本技術開発（株） 代表取締役 中村　明 福岡市中央区渡辺通１－１－１ 市外

040003156 （株）西日本クリーン 代表取締役 森岡　壮一 筑紫野市大字俗明院４３ 市外

040000895 西日本建技（株） 代表取締役 毛利　哲也 福岡市博多区博多駅東１－１３－６ 市外

040007207 西日本交通観光（株） 代表取締役 黒木　建一 八女市龍ヶ原４６－１ 市外

040001342 （株）西日本水道センター 九州支店 支店長 手柴　正憲 福岡市博多区東光２－２０－２８－２０１ 市外

040003155 （株）西日本ソイルコンサルタント 代表取締役 清崎　聖一 福岡市東区原田３－２－４ 市外

040007127 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 市外

040003361 西日本メンテナンス（株） 代表取締役社長 清水　進 大牟田市山ノ上町２－２ 市外

040007105 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 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

電気設備設計

建築設計

環境計量 測定検査

建築設計

測量 他設計 地質調査

測量 道路設計

測量 農業土木設計 地質調査

造園設計 都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計

道路設計 河川設計 造園設計 都市計画設計 鋼構造設計

他設計 地質調査

道路設計 河川設計 都市計画設計 建築設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計

都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

漏水調査

測量 下水道設計 河川設計 農業土木設計 上水道設計

他設計 建築設計 地質調査 耐震診断

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査

都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計 耐震診断

040000497 ニシム電子工業（株） 代表取締役社長 山科　秀之 福岡市博多区美野島１－２－１ 市外

040005069 （株）西村建築設計 代表取締役 西村　正親 太宰府市坂本３－９－９ 市外

040003403 ニチゴー九州（株） 代表取締役 山本　康弘 宇土市築籠町２２１ 市外

030000737 （株）日大設計 代表取締役 諌山　敏志 福岡市博多区美野島２－１６－８ 市外

030001235 （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 市外

040003301 ニチレキ（株） 九州支店 支店長 長澤　勇 福岡市東区香椎浜ふ頭２－３－１７ 市外

040000163 日化エンジニアリング（株） 九州支社 取締役支社長 田口　清隆 福岡市博多区博多駅東２－６－２６ 市外

030001386 （株）日建設計 九州オフィス 執行役員九州代表 鳥井　信吾 福岡市中央区天神１－１２－１４　紙与渡辺ビル 市外

040001044 （株）日建設計シビル 九州支所 九州支所長 杉原　弘一 福岡市中央区天神１－１２－１４ 市外

040003490 （株）日建設計総合研究所 代表取締役 朝倉　博樹 千代田区飯田橋２－１８－３ 市外

030000744 （株）日航コンサルタント 九州支社 支社長 佐々木　大治 福岡市中央区鳥飼１－５－１５ 市外

030001295 （株）日産技術コンサルタント 九州事務所 所長 濱岡　陽介 福岡市博多区博多駅東１－１８－２５ 市外

040003453 日進設備工業（株） 代表取締役 岡崎　敏子 高知市百石町４－１１－６ 市外

030000752 （株）日水コン 九州支所 支所長 野田　達也 福岡市博多区祇園町７－２０博多祇園センタープレイス 市外

030000754 （株）日設コンサルタント 代表取締役 伊藤　純仁 福岡市博多区中呉服町１－２２ 市外

030000773 （株）日総建 九州事務所 所長 松尾　大史 福岡市中央区大名２―４―１２ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 鋼構造設計

他設計 地質調査

建築設計

環境計量 建清掃 測定検査 建消毒 人警備

建清掃 測定検査 建消毒

建清掃 人警備 自家電保守 イベント

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 鋼構造設計

他設計 地質調査 補償コン

自家電保守

測量 他設計 建築設計 測定検査 環境計量

建清掃 人警備 消防保守 自家電保守

道路設計 河川設計 農業土木設計 他設計 環境計量

河川設計 農業土木設計 他設計 地質調査

都市計画設計

下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 建築設計 電気設備設計 地質調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 都市計画設計 鋼構造設計 建築設計 補償コン

都市計画設計

測量 下水道設計 河川設計 上水道設計 都市計画設計

他設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計 地質調査

030001221 日鉄鉱コンサルタント（株） 九州本社 執行役員本社長 牧野　隆吾 福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 市外

040000218 （株）日展 代表取締役 田加井　徹 大阪市北区万歳町３－７ 市外

040003320 日東化学工業（株） 代表取締役 下村　賢史 北九州市小倉南区徳吉東４－９－１ 市外

040001351 日本カルミック（株） 代表取締役 高居　隆章 千代田区九段南１－５－１０ 市外

040003261 日本トーター（株） 代表取締役社長 鹿島　将彦 港区港南２‐１６‐１ 市外

040007051 日本インフラマネジメント（株） 九州支店 支店長 中山　勝 福岡市博多区博多駅前４－８－１５ 市外

040007178 日本エネルギー開発（株） 熊本支店 支店長 中本　弘也 熊本市中央区平成２－１８－２６ 市外

040000436 （一財）日本環境衛生センター 西日本支局 西日本支局長 野田　誠一郎 大野城市白木原３－５－１１ 市外

040000387 日本管財（株） 九州本部 本部長 宮崎　大輔 福岡市博多区博多駅東２ー１ー２３サニックス博多ビル５Ｆ 市外

030000792 （一財）日本気象協会 九州支社 支社長 小野　和也 福岡市早良区西新１－１０－２７ 市外

030001387 日本基礎技術（株） 九州支店 支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘５－２８－６ 市外

040003160 （株）日本経済研究所 代表取締役 高橋　洋 千代田区大手町１－９－２ 市外

030002076 日本工営（株） 福岡支店 支店長 生島　潤一 福岡市博多区東比恵１－２－１２ 市外

030000527 日本工営都市空間（株） 九州支店 支店長 羽生　誠一郎 福岡市博多区東比恵１－２－１２ 市外

040003265 （公社）日本交通計画協会 代表理事 石川　次男 文京区本郷３‐２３‐１ 市外

030000807 日本水工設計（株） 九州支社 執行役員支社長 上水流　宏美 福岡市博多区博多駅東２－１３－３４ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

漏水調査

漏水調査

造園設計 都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計

測量 道路設計 河川設計 他設計 地質調査

電気設備設計 消防保守

測量 下水道設計 道路設計 造園設計 上水道設計

都市計画設計 補償コン

測量 地質調査 環境計量

不動産

樹木管理 側溝清掃 道清掃 除草

人警備 自家電保守 イベント

下水道設計 上水道設計 漏水調査

漏水調査

旅客輸送

建築設計 イベント

イベント 封入封緘

建清掃

040002357 （株）日本スイコー 北九州支店 支店長 古野　正也 北九州市八幡西区藤田２－２－１７ 市外

040007121 日本水道管路（株） 福岡営業所 所長 神戸　祐二 福岡市博多区千代２－２２－８　一豊ビル２０２ 市外

030000094 （株）日本設計 九州支社 支社長 清水　里司 福岡市中央区天神１－１３－２天神興銀ビル６Ｆ 市外

030001245 日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 市外

030001730 （株）日本電子 代表取締役 梅本　享祐 福岡市南区折立町５－５９ 市外

030000886 日本都市技術（株） 西日本支社 支社長 堀川　博利 福岡市博多区博多駅前１－４－１ 市外

040003108 日本物理探鑛（株） 九州支店 支店長 城之内　明 北九州市小倉北区大手町７－３８ 市外

040003478 （一財）日本不動産研究所 九州支社 支社長 山崎　健二 福岡市中央区天神１－１２－７福岡ダイヤモンドビル９Ｆ 市外

040007159 日本プロダクト（株） うきは営業所 所長 小河　凌佐 うきは市浮羽町三春５８８－１ 市外

040003508 日本ベンダーネット（株） 代表取締役社長 竹野　博己 千代田区飯田橋４－８－３ 市外

040000833 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 九州支店 支店長 塩田　真輔 福岡市博多区博多駅前４－３１－１ 市外

040003387 （株）日本漏防コンサルタント 福岡営業所 所長 望月　敏文 福岡市西区姪の浜５－５－６－３０４ 市外

040007206 （株）のぶ観光 代表取締役 延　和也 八女市龍ヶ原６０－２ 市外

030001277 （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 市外

040007128 パーソルワークスデザイン（株） 代表取締役 平林　由義 豊島区池袋２－６５－１８ 市外

040007181 （有）ハシノ工業 代表取締役 橋野　要 神戸市北区藤原台南町２－１９－１ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 環境計量

消防保守 設点検

貨物

旅客輸送

測量 道路設計 農業土木設計 建築設計 補償コン

他設計

下水道設計 上水道設計

建築設計

建築設計

建清掃 除草

建築設計

設点検

建清掃

側溝清掃 道清掃 カメラ 漏水調査

旅客輸送

イベント

030000065 （株）パスコ 福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵３－５－２ 市外

040003519 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 福岡市中央区薬院３－１－２４ 市外

040007122 （株）原口商事 代表取締役 生田　友見 八女郡広川町大字藤田１４２６ー７ 市外

040007115 （株）ハラショー観光 代表取締役 原口　典道 八女郡広川町大字藤田１４１６－９ 市外

040000335 （株）原田設計 代表取締役 原田　誠 佐賀市諸富町大字徳富１２８９ 市外

040003237 ビーム計画設計（株） 福岡事務所 所長 原田　成人 福岡市中央区舞鶴１－１－１０ 市外

030000848 （株）光エンジニアリング 九州事務所 所長 高田　聡 福岡市博多区博多駅前１－１９－３－４０８ 市外

040000420 （株）ヒグチ設計 代表取締役 樋口　健一郎 日田市中央１－１－２４ 市外

040003520 （株）ヒグチ設計 代表取締役 樋口　健一郎 朝倉市菩提寺６４３－１０ 市外

040007205 （株）美装福原 代表取締役 福原　俊一 飯塚市立岩１３０９ー１ 市外

040003141 （株）日立建設設計 九州営業所 所長 濱中　稔 福岡市早良区百道浜２－１－１ 市外

040007059 （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 市外

040003078 （株）日田ビル管理センター 代表取締役 長　信明 日田市玉川３－６２４－２２ 市外

040003491 （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 市外

040007211 卑弥呼観光（株） 代表取締役 相庭　伸廣 朝倉市一木７２３ー１ 市外

040007167 （株）ヒューマン・クリエイト 福岡オフィス 取締役 鹿釜　亮治 福岡市博多区博多駅前２―２０－１　大博多ビル７Ｆ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計

人警備

建清掃 人警備 樹木管理 除草 消防保守

建清掃 人警備 消防保守 自家電保守

不動産

補償コン

建築設計 建点検 設点検

樹木管理

測量 農業土木設計

建築設計

イベント

測量 下水道設計 上水道設計

不動産

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 補償コン

測量 道路設計 河川設計 造園設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 建築設計 地質調査 環境計量

都市計画設計 鋼構造設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計

040007009 （株）Ｈｉｒｏ建築設計 代表取締役 金子　浩美 福岡市中央区薬院１－２－５　リアンプレミアム薬院ステーション 市外

040002314 （株）ファースト 春日支店 支店長 窪山　慎太郎 春日市大谷９－５７ 市外

040003499 （株）ファイブ 代表取締役 青　和彦 福岡市博多区千代１－１７－１ 市外

040000537 （株）ファビルス 筑肥営業所 筑肥営業所長 木戸　謙二 佐賀市駅前中央１－１０－３７ 市外

040003441 （有）フィールズ鑑定法人 取締役 西川　浩二 福岡市中央区警固２－１２－５ 市外

030001377 （株）福岡茜コンサルタント 代表取締役 柄本　一彦 福岡市博多区店屋町４－１６ 市外

040007169 （一財）福岡県建築住宅センター 理事長 石塚　康弘 福岡市中央区天神１－１－１アクロス福岡３Ｆ 市外

040007106 （一社）福岡県樹木医会 代表理事 森　陽一 福岡市西区大字吉武７６０－１ 市外

040003087 福岡県土地改良事業団体連合会 会長 新川　久三 福岡市博多区千代４－４－２８ 市外

030002071 （有）福岡構造 取締役 吉村　泰広 福岡市西区下山門４－１２－２０ 市外

040007161 （株）福岡市民ホールサービス 代表取締役 梶原　信一 福岡市中央区天神５－１－２３ 市外

040003014 福岡水道設計（株） 代表取締役 待鳥　昌光 福岡市博多区博多駅南３－２２－２ 市外

040003463 （株）福岡山ノ手鑑定舎 代表取締役 槇　由紀 福岡市中央区大名１－９－３３ 市外

030000890 福高総合技術コンサルタント（株） 代表取締役 高倉　力矢 福岡市博多区中洲中島町４－２３ 市外

030000021 （株）福山コンサルタント 代表取締役社長 福島　宏治 福岡市博多区博多駅東３－６－１８ 市外

040001051 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 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

人警備 機警備

測量 下水道設計 上水道設計 カメラ 漏水調査

漏水調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

造園設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 鋼構造設計 建築設計 地質調査 補償コン

測量 建築設計 補償コン 建点検 設点検

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 地質調査 環境計量

下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 補償コン

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 他設計 地質調査

測量 下水道設計 農業土木設計 上水道設計

補償コン 不動産

イベント

不動産

建築設計 電気設備設計 機械設備設計

建築設計

測量 造園設計 都市計画設計 他設計 建築設計

040003100 富士警備保障（株） 福岡支社 支社長 吉村　英治 福岡市博多区博多駅南２－１－５博多サンシティビル３Ｆ 市外

030001196 フジ地中情報（株） 九州支店 支店長 吉田　高文 福岡市南区横手１－１２－４８ 市外

040007018 フジテコム（株） 九州支店 支店長 松河　孝次 福岡市博多区東比恵３－４－２ 市外

040007123 （株）フジヤマ 福岡支店 支店長 藤山　直也 福岡市博多区元町１－７－１２－２０１ 市外

040003382 （株）フタバ設計 代表取締役 二場　安之 福岡市博多区三筑１－６－１４ 市外

040000455 （株）福起設計コンサルタント 代表取締役 池田　淳 福岡市博多区奈良屋町１１－１８ 市外

030001383 （株）復建エンジニヤリング 福岡支社 支社長 森脇　亨 福岡市中央区大名２－１２－１５ 市外

040007004 （株）復建技術コンサルタント 熊本事務所 所長 今道　洋 熊本市中央区北千反畑町１－７ 市外

030000926 復建調査設計（株） 九州支社 執行役員支社長 後藤　正孝 福岡市博多区博多駅東３－１２－２４ 市外

030000931 冨洋設計（株） 九州支社 取締役支社長 横路　健一 福岡市中央区天神５－７－３ 市外

040000574 （株）プライム評価研究所 代表取締役 中嶋　裕二 福岡市中央区大名２－４－３０　西鉄赤坂ビル７Ｆ 市外

040007150 （株）プラスアドグループ 福岡ＯＦＦＩＣＥ マネジャー 肥川　達也 福岡市博多区博多駅前２－２０－１　　大博多ビル１Ｆ 市外

030000210 プラス不動産鑑定（有） 代表取締役 岩隈　良弘 福岡市中央区大名２－２－４１　サンライフ大名２０５号室 市外

040007060 （株）プランテック総合計画事務所 代表取締役 来海　忠男 千代田区紀尾井町３ー６ 市外

040007079 （株）古森弘一建築設計事務所 代表取締役 古森　弘一 北九州市小倉北区浅野２―６―１６　マルサンビル３Ｆ 市外

030001698 （株）プレック研究所 九州事務所 事務所長 山口　朋浩 福岡市中央区大名２－４－１９ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

イベント

測量

建清掃

建清掃

測量 河川設計 農業土木設計 地質調査

イベント

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 建築設計 地質調査

自動ドア

旅客輸送

設点検

測量 造園設計

補償コン 不動産

建築設計

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 農業土木設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 補償コン 土地家屋調査

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 補償コン

都市計画設計 建築設計

040007074 プロップテック（株） 代表取締役 古谷　淳 千代田区九段南２－４－１６ 市外

040007111 （株）プロレリック 佐賀営業所 所長 木村　有喬 武雄市朝日町大字甘久２２８２－３ 市外

040003503 平和総合サービス（株） 代表取締役 橋口　秀司 小郡市大保１５２３ 市外

040007208 （株）ベーシックゴールド 代表取締役 稲葉　金治 小郡市小板井３４２－１ 市外

030001729 （株）ベクトル 代表取締役 松永　邦彦 福岡市博多区住吉５－１３－２ 市外

040007153 （株）ボーダーリンク 代表取締役 安井　康真 さいたま市大宮区下町２－１６－１　ＡＣＲＯＳＳ８Ｆ 市外

040007174 （株）ホープ設計 代表取締役 高嶺　哲夫 那覇市首里赤田町３－５ 市外

040007191 （株）北陽オートドアサービス 代表取締役 相原　潤 大阪市淀川区新高６－１４－５８ 市外

040007080 堀川バス（株） 代表取締役社長 久保山　太一 八女市本町１－３０２－１ 市外

040007168 マーキュリーアシェンソーレ（株） 九州支社福岡支店 支店長 中原　伸介 福岡市博多区豊２－６－５ 市外

030001144 （株）埋蔵文化財サポートシステム 福岡支店 支店長 香西　真紀子 筑紫野市美しが丘南７－６－５ 市外

030001724 （株）毎長補償鑑定 代表取締役 原　博明 福岡市中央区西中洲１２－１３ 市外

030001734 （株）雅禧建築設計事務所 代表取締役 早田　倫明 福岡市中央区赤坂１－１２－１５　読売福岡ビル４Ｆ 市外

040000660 マサキ測量設計（株） 代表取締役 河野　隆裕 直方市大字感田７２０－１ 市外

030000954 （株）間瀬コンサルタント 福岡支店 支店長 後田　淳 福岡市博多区博多駅東２－６－２８　ユナイト博多ビル７Ｆ 市外

040007131 （株）まちかん設計 代表取締役 徳田　剛一 福岡市博多区店屋町４－８ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

不動産

下水道設計 道路設計 河川設計 上水道設計 都市計画設計

鋼構造設計 他設計 地質調査

都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計 耐震診断

建築設計

消防保守

建清掃 防蟻 除草 消防保守 自家電保守

建点検

建清掃 測定検査 建消毒 カメラ

建築設計

測量 下水道設計 道路設計 都市計画設計

下水道設計 道路設計 上水道設計 都市計画設計

不動産

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

都市計画設計 鋼構造設計 地質調査

建築設計

自家電保守

都市計画設計

環境計量

040007090 まちなみ鑑定舎 代表者 福山　新一 八女市本町２３４ 市外

030000959 （株）松尾設計 福岡事務所 所長 森　一徳 福岡市南区市崎１－２－８－２０３ 市外

040000334 （株）松田平田設計 代表取締役 江本　正和 港区元赤坂１－５－１７ 市外

030000969 （株）マトリックス 代表取締役 森　賢一 福岡市南区若久１－２－３１ 市外

040007095 丸西防災設備（株） 代表取締役 中村　祐士 朝倉郡筑前町依井１００４－３ 市外

040007100 （株）丸和ビー・エス 代表取締役 吉岡　洋一 春日市伯玄町２－４８ 市外

040003102 （株）ミカサ 代表取締役 倉重　一男 福岡市博多区博多駅東１－１６－１４ 市外

040003524 （株）三上建築事務所 代表取締役 益子　一彦 水戸市大町３－４－３６ 市外

040003034 未来プラン（株） 代表取締役 竹田　伸一 福岡市博多区上川端町１２－２８　安田第１ビル９Ｆ 市外

040003384 みずほ総合研究所（株） 代表取締役 牛窪　恭彦 千代田区内幸町１－２－１ 市外

040000678 （株）みずほ不動産鑑定所 代表取締役 井上　真輔 福岡市中央区舞鶴３－２－４　福岡舞鶴ビル６Ｆ 市外

030000030 三井共同建設コンサルタント（株） 九州支社 支社長 後藤　元樹 福岡市博多区博多駅東２－１４－１　スフィンクスセンター９Ｆ 市外

030001284 （株）三菱地所設計 九州支店 九州支店長 青栁　武宜 福岡市中央区天神１－６－８　天神ツインビル１２Ｆ 市外

040003488 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 市外

040000169 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 代表取締役 池田　雅一 港区虎ノ門５－１１－２ 市外

040003413 ムラタ計測器サービス（株） 代表取締役 村田　叔彦 横浜市戸塚区秋葉町１５ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計 電気設備設計 機械設備設計

建築設計

建築設計

測量 道路設計 河川設計 鋼構造設計 他設計

地質調査

消防保守 自家電保守

電気設備設計 機械設備設計

道路設計 河川設計 鋼構造設計

漏水調査

補償コン

造園設計 都市計画設計

建築設計

建築設計 耐震診断

建清掃 測定検査 建消毒 人警備 防蟻

消防保守

測量 下水道設計 道路設計 河川設計 造園設計

上水道設計 都市計画設計 鋼構造設計 地質調査 環境計量

旅客輸送

貨物

040003044 （株）村田相互設計 九州支社 取締役支社長 一柳　茂弥 福岡市博多区比恵町２－７ 市外

040007006 （株）ムラヤマ 代表取締役 矢倉　俊彦 江東区豊洲３－２－２４ 市外

030001007 （株）メイ建築研究所 代表取締役 江下　素彦 福岡市博多区奈良屋町３－１ 市外

030001009 明治コンサルタント（株） 九州支店 支店長 秋元　暢亮 福岡市博多区博多駅東３－６－３ 市外

040005078 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 市外

040007098 明篤 代表 大久保　広幸 筑後市富久３０ 市外

040003114 メック（株） 代表取締役 髙木　寛 福岡市早良区百道浜２－３－３３ 市外

040001014 メディアシステム（株） 福岡営業所 営業所長 古賀　達也 福岡市中央区清川２－２－２３－７０６ 市外

040003089 （株）モトイ建築事務所 代表取締役 原　誠司 北九州市小倉南区徳力１－１０－１５ 市外

030001015 （株）森緑地設計事務所 福岡事務所 福岡事務所長 今泉　智之 福岡市博多区千代４－２９－４６ 市外

040007187 （株）モロインテリア 代表取締役 諸林　秀一 みやま市瀬高町松田３３ 市外

030000102 （株）安井建築設計事務所 九州事務所 所長 三好　裕司 福岡市博多区博多駅前３－２－１日本生命ビル 市外

010000043 安田建物管理（株） 代表取締役 安田　進 福岡市博多区東比恵３－５－３ 市外

030000071 八千代エンジニヤリング（株） 九州支店 取締役　執行役員支店長 眞間　修一 福岡市中央区舞鶴３－９－３９ 市外

040007109 （有）柳川観光バス 代表取締役 近藤　勉 柳川市東蒲池１８９－１０ 市外

040007209 （株）山急 代表取締役 山家　健一 糟屋郡須恵町植木８７８－１ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

都市計画設計 建築設計 電気設備設計 機械設備設計

測量 道路設計 土地家屋調査

建築設計

貨物

旅客輸送

消防保守 自家電保守

測量 道路設計 造園設計 都市計画設計 他設計

建築設計 補償コン 建点検 設点検 耐震診断

測量 建築設計 補償コン

補償コン

測量 道路設計 鋼構造設計

環境計量

建消毒 防蟻

建築設計

建築設計 補償コン 建点検 設点検 耐震診断

建点検 設点検

建築設計 耐震診断

030000095 （株）山下設計 九州支社 取締役常務執行役員支社長 成田　憲泰 福岡市博多区御供所町３ー２１ 市外

040001020 （株）山田開発測量 代表取締役 山田　英敏 朝倉市菩提寺４７６－４ 市外

040003383 （株）山田綜合設計 九州事務所 所長 相島　成治 福岡市中央区天神４－１－１８　サンビル 市外

040007176 （株）ヤマックス 代表取締役 山田　雄二 北九州市小倉北区西港町９４―１８ 市外

040007113 （有）八女観光バス 代表取締役 原野　和也 八女市龍ケ原１５１－１ 市外

040007008 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 市外

040003209 （株）ＵＲリンケージ 九州支社 支社長 安川　弘 福岡市中央区天神３－９－３３ 市外

040000870 （株）優輝総合コンサル 代表取締役 川副　俊明 福岡市博多区昭南町２－３－８ 市外

040007213 （株）優計コンサルタント 福岡支店 支店長 高杉　義隆 筑紫野市筑紫５４８－１ティアナ筑紫駅前２Ｆ 市外

040003362 （株）Ｕ・Ｔ・エンジニアリング 代表取締役 原口　照章 福岡市博多区博多駅南２－８－３５ 市外

040007028 ユーロフィン日本総研（株） 代表取締役 松本　政哲 浜松市南区西島町１６２２ 市外

040003214 （株）ユニ 代表取締役 吉田　雅光 福岡市東区高美台２－１５－５ 市外

030001043 ユニオン設計（株） 代表取締役 牛嶋　正雄 福岡市中央区薬院１－６－５ 市外

040003196 （株）ユニオンリサーチ 九州支社 支社長 廣田　五男 福岡市中央区天神２－８－３８ 市外

040007158 （株）ユニバーサル建設 九州支店 執行役員支店長 辻　尚人 福岡市博多区店屋町１－３１博多アーバンスクエア１０Ｆ 市外

040007010 （株）ユニバァサル設計 九州支社 取締役執行役員九州支社長 海野　陽 福岡市博多区千代２－２１－１３－２０３ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計

都市計画設計 建築設計

建築設計

測量 補償コン 土地家屋調査

補償コン 不動産

道路設計 地質調査

漏水調査

測量 補償コン 不動産

造園設計

測量 道路設計 農業土木設計 造園設計 都市計画設計

建築設計 耐震診断 イベント

都市計画設計

漏水調査

消防保守

設点検

造園設計 都市計画設計 他設計

建築設計

030001045 （株）陽設計事務所 代表取締役 安恒　陽一 福岡市中央区大手門３－１１－２０ 市外

030000213 （株）よかネット 代表取締役 山辺　眞一 福岡市博多区中洲中島町３－８ 市外

030001047 （株）横河建築設計事務所 福岡事務所 所長 鮫島　慎一 福岡市博多区博多駅東２－１５－１９ 市外

030001054 芳野測量設計（株） 代表取締役 中雄　淳一郎 福岡市東区箱崎７－５－８ 市外

040007071 よりそい不動産鑑定（株） 代表取締役 扇　幸一郎 福岡市中央区大名２ー４ー３８　チサンマンション天神３－２０９ 市外

030001241 ライト工業（株） 九州統括支店 常務執行役員支店長 川本　治 福岡市博多区堅粕１－２８－４４ 市外

040001007 （株）ライフライン 北九州営業所 営業所長 政木　章三 北九州市小倉北区東篠崎１－１－１５－Ａ４０２ 市外

030001334 （株）ランド・コンサルタント 九州支社 支社長 堀口　長太郎 福岡市南区高木２－５－１０ 市外

030001143 （株）ランドスケープ・コア 代表取締役 田中　信敏 福岡市南区大橋２－２－１ 市外

030000569 ランドブレイン（株） 福岡事務所 所長 堀口　悟 福岡市中央区天神４－８－２５ニッコービル６Ｆ 市外

040007066 リージョンワークス（同） 代表社員 後藤　太一 福岡市中央区大濠公園２－３５－６１２ 市外

040001310 （株）リクチ漏水調査 代表取締役 天野　智 新宿区中落合３－２１－２ 市外

040007003 （株）リノプロテック 代表取締役 米満　覚 福岡市博多区博多駅南５－１８－２０ 市外

040007096 菱電エレベータ施設（株） 福岡支店 取締役支店長 石毛　照夫 福岡市博多区住吉１―２―２５ 市外

030000066 （株）緑景 九州事務所 所長 平地　隆仁 福岡市中央区天神２－１４－３８ 市外

040007141 六社会協同組合 一級建築士事務所 代表理事 森山　建市 朝倉市杷木穂坂１５７ 市外
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業務委託登録業者名簿（市外） 令和4年8月1日 作成

業者番号 業者名 代表者職名 代表者氏名 住所
市内外
区分

登録（希望）業種

建築設計

旅客輸送

建築設計

旅客輸送

地質調査

建築設計 電気設備設計 機械設備設計 耐震診断

040007215 （株）ｗｏｒｋ３ 代表取締役社長 高橋　功季 福岡市中央区警固２ー１７ー３０ー５Ｆ 市外

040007190 （株）ワールド 代表取締役 江原　利弘 大牟田市白銀２８８－１ 市外

040007022 （株）ＹＳアーキテクツ 代表取締役 稗田　玲 福岡市博多区博多駅東１－１２－５博多大島ビル５Ｆ 市外

040007154 （有）ＹＫＧ観光バス 取締役社長 山下　伸大 八女市龍ケ原１３４－１ 市外

030001078 （株）和晃地質コンサルタント 代表取締役 持田　拓児 福岡市城南区西片江２－７－１１ 市外

030001083 （株）和田設計 代表取締役 和田　正樹 福岡市中央区高砂２－２３－１２ 市外
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