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土木 020001077 （株）スポーツテクノ和広 九州支店 取締役支店長 野見山　竜一 久留米市東合川１－５－２７ 1182 B 1 特定 準市内

土木 020000967 （株）松本組 久留米営業所 所長 帖地　国典 久留米市宮ノ陣５－１１－１５ 1171 B 1 特定 準市内

土木 018150046 井樋建設（株） 代表取締役 井樋　聰枝 久留米市大石町５０７－２ 1169 B 1 特定 市内

土木 012030458 濱崎建設（株） 代表取締役 濱崎　邦彦 久留米市宮ノ陣６－２７－１６ 1117 B 1 特定 市内

土木 018140190 建武工業（株） 代表取締役 古賀　泰弘 久留米市山川町１６４３－７ 1109 B 1 特定 市内

土木 014240385 （株）時里組 代表取締役 時里　功 久留米市荒木町今２２２－１ 1105 B 1 特定 市内

土木 017230141 九州環境建設（株） 代表取締役社長 福山　正太 久留米市津福本町１６４９－５１ 1095 B 1 特定 市内

土木 030001878 （株）郷原組 代表取締役 郷原　恭彦 久留米市田主丸町志塚島４４１－１ 1086 B 1 特定 市内

土木 013220075 （株）永幸建設 代表取締役 古賀　大貴 久留米市藤山町１－１ 1075 B 1 特定 市内

土木 011030549 山一建設工業（株） 代表取締役 後藤　慎太郎 久留米市草野町吉木２５０５－１ 1074 B 1 特定 市内

土木 015080304 （株）高木組 代表取締役 高木　大蔵 久留米市合川町１５６－８ 1069 B 1 特定 市内

土木 016200107 尾花建設（株） 代表取締役 友野　啓二 久留米市山川神代１－４－３ 1067 B 1 特定 市内

土木 013190030 （株）案納工務店 代表取締役 案納　清美 久留米市高良内町４３３７－１０ 1062 B 1 特定 市内

土木 016110221 （株）近藤建設 代表取締役 近藤　博和 久留米市宮ノ陣町若松１９４９－１ 1053 B 1 特定 市内

土木 011020470 （株）久富組 代表取締役 河口　涼介 久留米市善導寺町与田２６０ 1048 B 1 特定 市内

土木 040000850 （株）吉武商事 代表取締役 吉武　良子 久留米市城島町下青木４６６－１ 1038 B 1 特定 市内

土木 014240646 （株）キューボウ 代表取締役 尾関　美知 久留米市合川町４２２－１８ 1035 B 1 特定 市内

土木 016210171 （株）クスコ 代表取締役 久冨　廣一郎 久留米市国分町１６４８－７ 1022 B 1 特定 市内

土木 040002229 （株）龍乃組 代表取締役 高山　進五 久留米市北野町中８７１ 1017 B 1 特定 市内

土木 014260067 （株）内野組 代表取締役 内野　宗重 久留米市大善寺町夜明１０５２ 1015 B 1 特定 市内

土木 040000823 （株）太田工務店 代表取締役 太田　喜吉 久留米市善導寺町飯田３６４－３ 1005 B 1 特定 市内

土木 015180114 （株）加月組 代表取締役 加月　隆一 久留米市御井町打越１９７３－１ 999 B 1 特定 市内

土木 015080239 （株）佐田土木 代表取締役 佐田　茂人 久留米市東合川９－１６－５０ 998 B 1 特定 市内
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土木 015180091 （株）大久保建設 代表取締役 大久保　周礎 久留米市御井町２４３６－７ 997 B 1 特定 市内

土木 040002197 （株）新堀組 代表取締役社長 新堀　優作 久留米市北野町今山９０６－３ 991 B 1 特定 市内

土木 011020705 丸山管工事（株） 代表取締役 丸山　良一 久留米市善導寺町飯田１３１１－１ 990 B 1 特定 市内

土木 013190206 （株）小椎尾組 代表取締役 小椎尾　学 久留米市高良内町３７７２－１ 989 B 1 特定 市内

土木 040002359 サカイ工業（株） 代表取締役 坂井　綾 久留米市三潴町清松３７８－１ 983 B 1 特定 市内

土木 030000596 （株）辻組 代表取締役 辻　健太郎 久留米市三潴町早津崎８１２ 981 B 1 特定 市内

土木 011020536 （株）向江組 代表取締役 向江　英隆 久留米市善導寺町飯田１１３６－５ 981 B 1 特定 市内

土木 040002417 （株）中村建材工業 代表取締役 中村　哲郎 久留米市城島町楢津４７３ 978 B 1 特定 市内

土木 018100117 金子建設（株） 代表取締役 金子　泰大 久留米市東櫛原町４８７ 973 B 3 特定 市内

土木 015080086 コンテック（株） 代表取締役 牛嶋　剛一 久留米市山川追分１－５－１Ａ 971 B 1 特定 市内

土木 040002295 （株）フジクロ 代表取締役 中島　崇 久留米市城島町城島５２－１ 968 B 1 特定 市内

土木 030001838 （株）行徳建設 代表取締役 行徳　貴 久留米市田主丸町常盤７４８－１ 966 B 1 特定 市内

土木 017230056 岩村建設（株） 代表取締役 岩村　武典 久留米市安武町安武本２６９７－２ 960 B 1 特定 市内

土木 040000716 （株）トラスト工業 代表取締役 小林　弘明 久留米市梅満町４０７－５ 960 B 1 特定 市内

土木 017230246 三陽建設（有） 代表取締役 稲吉　規孝 久留米市津福本町４８１－３ 959 B 1 特定 市内

土木 014240389 友野建設（株） 代表取締役 友野　カツ子 久留米市荒木町荒木１３４８－２ 959 B 1 特定 市内

土木 018100401 （株）仲組 代表取締役 仲　彰尋 久留米市城南町８－５０ 959 B 1 特定 市内

土木 016200451 （株）橋爪土木 代表取締役 山下　達雄 久留米市国分町８２８－４ 957 B 1 特定 市内

土木 040002060 （株）行徳組 代表取締役 行徳　喜久代 久留米市田主丸町野田５６０－２ 955 B 1 特定 市内

土木 040000028 北野通信工業（株） 代表取締役 猪口　安子 久留米市北野町陣屋５１０－１１ 949 B 1 特定 市内

土木 011040368 堤土木（株） 代表取締役 堤　伸一 久留米市山本町耳納１６７８－４ 943 B 1 特定 市内

土木 018100349 大和建設（株） 代表取締役 渡辺　昌宏 久留米市中央町２２－１７ 939 B 1 特定 市内

土木 040002634 （株）山本建設建材 久留米支店 支店長 南　律子 久留米市北野町中川１４６ 938 B 1 特定 準市内
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土木 013220176 信成建設（有） 代表取締役 中村　信彦 久留米市藤山町１０２２ 934 B 1 特定 市内

土木 011020472 久富建設（株） 代表取締役 久富　正継 久留米市善導寺町飯田３６５ 933 B 1 特定 市内

土木 014260539 （株）毛利土建 代表取締役 毛利　一成 久留米市大善寺町夜明４１４ 931 B 1 特定 市内

土木 013220408 （株）中村組 代表取締役 中村　勝信 久留米市藤山町６７０－２ 930 B 1 特定 市内

土木 018090708 （株）西鉄グリーン土木 久留米事業所 所長 矢野　康弘 久留米市東櫛原町８１ー４ 923 B 1 特定 準市内

土木 040002033 （有）田中通信建設 代表取締役 田中　昭浩 久留米市田主丸町田主丸６１－２ 918 B 1 特定 市内

土木 040002371 （株）中園土木 代表取締役 中園　秀男 久留米市城島町浜５４１－１ 917 B 1 特定 市内

土木 011030218 （有）小屋松建設 代表取締役 小屋松　耕一 久留米市草野町矢作２８３－１ 904 C 1 一般 市内

土木 011020518 三貴松建設（株） 代表取締役 小屋松　義昭 久留米市善導寺町木塚１３３２－３ 902 C 1 一般 市内

土木 016200081 九州技建（株） 代表取締役 池田　洋一 久留米市北野町石崎１２４－１ 901 B 1 特定 市内

土木 011030526 （有）耳納建設 代表取締役 宮崎　恒夫 久留米市草野町矢作２８７－１ 899 C 1 一般 市内

土木 018100463 半田建設（株） 代表取締役 半田　利通 久留米市日ノ出町１００ 898 C 2 特定 市内

土木 013190090 （株）大石土木 代表取締役 大石　英隆 久留米市高良内町４２２ 895 C 1 特定 市内

土木 013220655 （株）豊栄工業 代表取締役 川原　恵介 久留米市上津町２３８５－２６ 890 C 1 特定 市内

土木 040002278 （株）タカアキコーポレーション 代表取締役 田中　竜二 久留米市三潴町高三潴９１３－１ 885 C 1 特定 市内

土木 014260069 （株）内建 代表取締役 内野　博文 久留米市大善寺南２－２－１５ 884 C 1 特定 市内

土木 012060480 （株）廣田組 代表取締役 中村　澄子 久留米市宮ノ陣町八丁島９０－１ 877 C 1 特定 市内

土木 040000509 梓建設（株） 代表取締役 山本　冠也 久留米市田主丸町石垣６７５－１ 872 C 1 特定 市内

土木 015080315 （有）高弘建設 代表取締役 高田　義幸 久留米市合川町１１３６－１ 871 C 1 特定 市内

土木 017230490 （株）藤岡建設 代表取締役 藤岡　茂 久留米市津福今町２０５－２ 870 C 1 一般 市内

土木 013190344 （株）大寿建設 代表取締役 古賀　原野 久留米市三潴町草場１５１－１ 868 C 1 一般 市内

土木 016200575 笠俊建設（株） 代表取締役 笠　善充 久留米市国分町１３２３－１ 866 C 1 特定 市内

土木 040000733 （有）新生建設 代表取締役 北　美智恵 久留米市三潴町西牟田６５５６－４ 864 C 1 一般 市内
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土木 012060464 半田工業（株） 代表取締役 半田　清 久留米市宮ノ陣２－５－５ 862 C 1 一般 市内

土木 012060391 （株）豊福組 代表取締役 豊福　高士 久留米市宮ノ陣６－１２－４０ 859 C 1 特定 市内

土木 011020568 （有）久大建設 代表取締役 平井　孝 久留米市田主丸町石垣６７５－６ 857 C 1 一般 市内

土木 040002212 日之出産業（株） 代表取締役 山下　英孝 久留米市北野町八重亀５５９－３ 857 C 1 特定 市内

土木 015050392 （株）豊福土木 代表取締役 豊福　光政 久留米市山川野口町１１－１９ 856 C 1 一般 市内

土木 020000918 （株）藤吉園芸場 代表取締役 藤吉　泰典 久留米市上津町１４０４－３ 855 C 2 一般 市内

土木 014240250 （株）執行組 代表取締役 執行　健次 久留米市荒木町下荒木９０７－３ 853 C 1 一般 市内

土木 040002211 （有）秋山建設 代表取締役 秋山　金義 久留米市北野町八重亀３９４－１ 852 C 1 一般 市内

土木 012060323 タツミ建設（株） 代表取締役 本山　英治 久留米市宮ノ陣町八丁島１５０－２ 851 C 1 特定 市内

土木 040005222 （株）Ｍ・カンパニー 代表取締役 豊福　千代子 久留米市北野町中３１１２－５ 849 C 1 特定 市内

土木 011020830 久留米アスコン（株） 代表取締役 小田澤　淳 久留米市善導寺町木塚２９４－１ 849 C 2 特定 市内

土木 040002872 （株）下川工業 代表取締役 下川　通 久留米市城島町江上本２０９－３ 848 C 1 一般 市内

土木 013220444 （有）野田総業 代表取締役 野田　博 久留米市藤山町１８７３－６ 848 C 1 一般 市内

土木 018150184 黒田建設（株） 代表取締役 黒田　潔 久留米市大石町３２ 843 C 2 特定 市内

土木 013190700 （株）みらい建設 代表取締役 大石　明 久留米市津福本町２０５６－１ 843 C 1 一般 市内

土木 040000276 （株）ユニテック 代表取締役 橋本　秀文 久留米市山川追分１－５－１ 841 C 2 一般 市内

土木 040002274 （有）堤組 取締役 吉武　和幸 久留米市三潴町玉満４２９０－１５ 832 C 1 一般 市内

土木 040000569 原建設建材（株） 代表取締役 原　泰則 久留米市善導寺町飯田１５７９－１ 831 C 1 一般 市内

土木 040002802 （株）オオハシ 代表取締役 大橋　由香 久留米市荒木町白口３９４ 830 C 1 一般 市内

土木 040005187 （株）由井総建 代表取締役 由井　龍海 久留米市三潴町玉満１５６６－１６ 830 C 1 一般 市内

土木 012060136 （株）木村建設運輸 代表取締役 木村　忠昭 久留米市宮ノ陣５－２１－２７ 829 C 1 一般 市内

土木 015180039 伊東建設（株） 代表取締役 伊東　博史 久留米市高良内町１６７５－１ 828 C 1 特定 市内

土木 040002413 （株）田中建設 代表取締役 田中　仁 久留米市城島町江上上２８１－１ 828 C 1 一般 市内
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土木 040002639 （有）藤光建設 代表取締役 菊池　昭博 久留米市藤光町９２５－１９４ 826 C 1 一般 市内

土木 040002201 （有）稲吉建設工業 代表取締役 稲吉　静次 久留米市北野町千代島８１６－２６ 823 C 1 一般 市内

土木 040002780 （株）ハシモトＣＳ 代表取締役 橋本　昇 久留米市北野町十郎丸１５２１－３ 823 C 1 一般 市内

土木 040000864 光安建設（株） 代表取締役 光安　昭典 久留米市北野町赤司１８５８ 821 C 2 特定 市内

土木 017130495 （有）古川工業 代表取締役 古川　賢太郎 久留米市小頭町５－２３ 819 C 3 一般 市内

土木 040002897 （株）マルケン 代表取締役 丸山　豊子 久留米市上津町９４－２ 817 C 2 一般 市内

土木 040005022 （株）エイワ産業 代表取締役 木下　泰源 久留米市善導寺町木塚３５－５ 816 C 2 特定 市内

土木 011010082 （株）江藤建設 代表取締役 米田　雅洋 久留米市善導寺町飯田８８１ー４ 810 C 1 一般 市内

土木 014260224 （株）大成 代表取締役 今村　賢一 久留米市高良内町１０７４－３ 810 C 3 特定 市内

土木 040002190 （有）中知建設 代表取締役 中知　貞治 久留米市北野町稲数１６ 810 C 1 一般 市内

土木 040000593 共栄環境開発（株） 久留米支店 支店長 下田　誠実 久留米市東合川干出町２－１ 807 C 2 一般 準市内

土木 018150508 （株）松隈工務店 代表取締役 柄本　正雄 久留米市縄手町３６４ 806 C 2 一般 市内

土木 040000237 （有）光設備工業 代表取締役 中野　一彦 久留米市善導寺町飯田７８３－２ 804 C 3 一般 市内

土木 040002054 （株）筑邦組 代表取締役 保坂　郁子 久留米市田主丸町恵利８３９－１ 803 C 1 一般 市内

土木 016210362 （株）中央建設工業 代表取締役 大久保　知子 久留米市御井町２４３６－１ 802 C 3 一般 市内

土木 040002506 行武建設（株） 代表取締役 行武　義夫 久留米市御井町４５８－２ 800 C 1 一般 市内

土木 017230525 （株）みのう 代表取締役 山下　良一 久留米市荒木町白口１７５７－１ 799 C 1 一般 市内

土木 015050038 井手建設（株） 代表取締役 井手　保次 久留米市山川野口町１－４４ 796 C 1 特定 市内

土木 015080303 （株）高木ガーデン 代表取締役 高木　勝洋 久留米市新合川１－８－３４ 791 C 2 一般 市内

土木 030000247 （株）共和テック 代表取締役 山口　輝喜 久留米市東合川３－１－１１ 784 D 3 一般 市内

土木 011020736 東豊建設 代表者 田中　良 久留米市善導寺町飯田３９８－１ 781 D 1 一般 市内

土木 040002408 （株）今村隆次商店 代表取締役 今村　省太郎 久留米市城島町城島３２－５ 778 D 3 特定 市内

土木 040000412 （有）原武建設 代表取締役 原武　司朗 久留米市瀬下町３４７ 777 D 1 一般 市内
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土木 011040259 柴田建設（株） 代表取締役 柴田　弘子 久留米市山本町豊田１２４２－３ 776 D 1 一般 市内

土木 040002885 （株）城関 代表取締役 古賀　武人 久留米市津福本町２０５６－５ 773 D 2 一般 市内

土木 016110318 高山興業 代表者 高山　昌俊 久留米市野中町４４８－４ 770 D 1 一般 市内

土木 040002525 （株）柿木コーポレーション 代表取締役 柿木　正治 久留米市三潴町生岩３８８－１ 769 D 2 一般 市内

土木 013220492 藤山庭園 代表者 中尾　信昭 久留米市藤山町８４２－１ 768 D 2 一般 市内

土木 014250829 末安組 代表者 末安　幸隆 久留米市安武町安武本２０６３－１ 767 D 1 一般 市内

土木 013220580 （株）渡辺道路 代表取締役 笠　利幸 久留米市藤山町５０９－１ 767 D 3 特定 市内

土木 020000066 （株）一新工業 久留米支店 支店長 土屋　賢治 久留米市梅満町三ノ江１５６７ 766 D 3 一般 準市内

土木 016110100 （有）岡組 代表取締役 岡　由美子 久留米市西町１０４４－１２ 760 D 2 一般 市内

土木 040002281 （株）テラシマ 代表取締役 寺島　裕美 久留米市三潴町玉満３５６５ 760 D 2 一般 市内

土木 018090578 脇建設（株） 代表取締役 脇　昭子 久留米市東櫛原町２０４４ 758 D 2 特定 市内

土木 040000013 参道賢建設（有） 代表取締役 佐藤　弥生 久留米市上津町２２２８－１６５ 757 D 1 一般 市内

土木 040002991 （株）高龍 代表取締役 高椋　龍也 久留米市三潴町生岩９３２－５ 755 D 1 一般 市内

土木 040002195 長谷建設（株） 代表取締役 長谷　美知恵 久留米市北野町高良２１７２－１ 755 D 1 一般 市内

土木 040005014 （有）大河開発 取締役 平田　正明 久留米市安武町武島６９６－８ 754 D 1 特定 市内

土木 018140071 梅原建設（株） 代表取締役 梅原　英二 久留米市本町１５－２５ 751 D 2 特定 市内

土木 014231442 （株）古賀住設 代表取締役 古賀　恭治 久留米市東合川５－６－２９ 748 D 3 特定 市内

土木 040002710 江渕設備（株） 代表取締役 大坪　誠 久留米市国分町１１７２－５ 746 D 3 一般 市内

土木 040001304 （株）テイク 代表取締役 古賀　郁子 久留米市藤山町鉾立２２０ー４４ 743 D 3 特定 市内

土木 015080308 （株）高木新昭園 代表取締役 高木　真治 久留米市東合川町３４ 740 D 2 一般 市内

土木 011040491 （有）ふじた造園 代表取締役 藤田　義光 久留米市山本町豊田６４－２ 740 D 2 一般 市内

土木 016210552 山口建設 代表者 山口　孝弘 久留米市上津町２２０３－５０１ 740 D 1 一般 市内

土木 040000567 荒木開発工業 代表者 荒木　善輝 久留米市原古賀町２１－１９ 739 D 1 一般 市内
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土木 040005003 （株）福子建設 代表取締役 野崎　喜代 久留米市荒木町白口２０７６－１ 739 D 1 特定 市内

土木 040002591 寺崎工業（株） 代表取締役 寺崎　光 久留米市山本町豊田１１４９－１ 736 D 3 一般 市内

土木 040002806 生野重機（株） 代表取締役 生野　馨 久留米市田主丸町船越３７－１ 735 D 1 一般 市内

土木 017130165 （株）栗木工務店 代表取締役社長 永松　雅代 久留米市国分町１６３６－２ 733 D 2 特定 市内

土木 017170174 （株）久留米庭苑 代表取締役 高畑　政義 久留米市津福本町９６７－２ 731 D 2 一般 市内

土木 040002442 （株）大信舗道 代表取締役 起田　三志 久留米市城島町楢津４３９－２ 731 D 2 一般 市内

土木 015080314 （株）高嶋造園 代表取締役 高嶋　智久 久留米市東合川町５１４ 730 D 3 一般 市内

土木 040002273 （有）老木園 代表取締役 江上　尚紀 久留米市三潴町田川１９８７－１ 730 D 2 一般 市内

土木 040005116 梅田土木（株） 代表取締役 梅田　博文 久留米市三潴町高三潴４６３－１ 729 D 1 一般 市内

土木 030000925 双葉工業（株） 久留米支店 支店長 高倉　政代 久留米市藤山町１５３９ー１ 728 D 3 特定 準市内

土木 040002002 （株）田主丸舗道 代表取締役 郷原　伸子 久留米市田主丸町志塚島５５１ 726 D 2 一般 市内

土木 040005034 （株）ディーエーケー工業 代表取締役 大坪　英樹 久留米市津福本町４８１－３ 726 D 2 一般 市内

土木 040000922 （有）池田商会 代表取締役 池田　津代志 久留米市合川町１１５６－１３ 723 D 2 一般 市内

土木 040002279 （有）栗丸工業 代表取締役 栗丸　昭幸 久留米市三潴町草場３４３－２ 723 D 2 特定 市内

土木 040002753 （株）創英技建 代表取締役 近藤　晃 久留米市山川神代１－６－１５ 722 D 2 一般 市内

土木 040002549 かっぱ土木 代表者 田中　文浩 久留米市田主丸町野田７３６ 720 D 1 一般 市内

土木 040000516 修・コーポレーション 代表者 脇　修輔 久留米市梅満町４３５－１ 720 D 2 一般 市内

土木 015050305 高木建設建材（株） 代表取締役 高木　幸一郎 久留米市太郎原町１５３９ 720 D 2 一般 市内

土木 014260096 大塚土木 代表者 大塚　輝義 久留米市大善寺南１－１０－１８ 716 D 1 一般 市内

土木 017230272 新日本住宅（株） 代表取締役 江島　香織 久留米市津福本町１２４９－６ 714 D 3 一般 市内

土木 015180835 （有）成寿園 代表取締役 柳　壽祥 久留米市御井旗崎１－１２１７－１ 714 D 2 一般 市内

土木 040002668 （株）中山建設 代表取締役 中山　郡敏 久留米市善導寺町木塚１１０－４ 714 D 2 一般 市内

土木 016110135 木蓋建設（株） 代表取締役 木蓋　洋友 久留米市野中町１２８２－３ 713 D 2 一般 市内

　　　7 / 49 ページ



建設工事有資格者名簿（市内・準市内） 令和4年11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 014240168 久留米建設（株） 代表取締役 高江　一久 久留米市荒木町荒木７８９－２ 708 D 2 一般 市内

土木 040002725 （株）フクナン開発 代表取締役 中川原　孝 久留米市荒木町白口１６０２ 706 D 3 一般 市内

土木 030001165 （株）ダイシ 久留米営業所 所長 中垣　勝征 久留米市北野町中川２２８０ー４ー１０３ 705 D 3 一般 準市内

土木 011030566 吉岡組 事業主 吉岡　勝城 久留米市草野町吉木２４６１－２ 705 D 1 一般 市内

土木 017230252 （株）執行茂寿園 代表取締役 執行　英利 久留米市津福今町２０７ 701 D 2 一般 市内

土木 017130261 （有）島添産業 代表取締役 島添　勝博 久留米市山川野口町１－４６ 700 D 2 一般 市内

土木 040001246 （有）鹿毛建設 代表取締役 鹿毛　亨敏 久留米市大橋町蜷川１４６５ 688 D 1 一般 市内

土木 040002610 （有）佐建 代表取締役 佐田　智恵 久留米市宮ノ陣町若松１３４１－１ 688 D 1 一般 市内

土木 040002409 （有）ナカシマ建設 取締役 中島　浩海 久留米市城島町芦塚８９１－３ 688 D 1 一般 市内

土木 040002594 （株）タカヤマ 代表取締役 高山　日義 久留米市田主丸町石垣９１３－２ 687 D 2 一般 市内

土木 013220533 （有）宮本組 代表取締役 前田　邦秀 久留米市上津町字向野２２２８－１１３８ 686 D 2 一般 市内

土木 040002272 （株）木原総業 代表取締役 木原　丈博 久留米市三潴町玉満１７３２－７ 682 D 1 一般 市内

土木 040002315 久保田重機建設 代表者 久保田　久典 久留米市北野町石崎２７２－２ 680 D 1 一般 市内

土木 014240603 藤吉設備（株） 代表取締役 藤吉　昭二 久留米市荒木町荒木１９８１－２ 679 D 3 一般 市内

土木 040005036 （株）成田建設 代表取締役 成田　勝 久留米市国分町８２７－３ 678 D 1 一般 市内

土木 017230279 （株）角養翠園 代表取締役 角　博俊 久留米市津福今町３２８－２ 677 D 2 特定 市内

土木 030000461 （株）西部保安 久留米支店 支店長 奥畑　秀治 久留米市北野町中３０７９－２ 671 D 3 一般 準市内

土木 040002567 （株）ユニ企画 代表取締役 行徳　八重子 久留米市田主丸町常盤７５６－１ 668 E 3 一般 市内

土木 030001913 （株）マサキ建設工業 代表取締役 日吉　洋介 久留米市城島町下青木４６６－１ 667 E 1 一般 市内

土木 040005204 （株）花岡設備 代表取締役 花岡　秀典 久留米市山本町豊田４９－２ 657 E 1 一般 市内

土木 014250036 （株）石橋組 代表取締役社長 出口　信行 久留米市荒木町荒木１９６１－１４ 656 E 2 特定 市内

土木 012060288 （有）千徳造園 代表取締役 千徳　正利 久留米市北野町中３１７９－２ 656 E 1 一般 市内

土木 040000879 丸山都市開発（株） 代表取締役 丸山　和彦 久留米市東合川町４３３－１ 656 E 1 一般 市内
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土木 015080711 （株）ユニイチ 代表取締役 松尾　一広 久留米市東合川４－９－２５ 656 E 2 一般 市内

土木 040005141 （有）ダイヤモンド久留米 代表取締役 中村　功基 久留米市西町５７５－２ 654 E 3 一般 市内

土木 018090148 協栄住設工業（株） 代表取締役 樋口　文孝 久留米市安武町安武本１６８３－１ 652 E 3 一般 市内

土木 040000983 （有）時里土木建設 代表取締役 時里　弘之 久留米市荒木町今３２９－２ 650 E 1 一般 市内

土木 015080752 ホゼン（株） 久留米営業所 所長 美濃部　幹雄 久留米市東合川４ー４ー８ 647 E 3 一般 準市内

土木 040000698 （有）西武土木 代表取締役 宮原　アヤ子 久留米市小森野６－７－１１ 645 E 1 一般 市内

土木 040002886 （株）おおた技建 代表取締役 太田　洋子 久留米市善導寺町与田１５６－７ 643 E 2 一般 市内

土木 040002624 （有）ＳＴ工業 代表取締役 小川　譲治 久留米市青峰１－９－７ 642 E 3 一般 市内

土木 040005053 （有）インペック 代表取締役 高木　美登利 久留米市合川町１５６－１ 641 E 1 一般 市内

土木 040002652 （株）ゆう建設工業 代表取締役 田中　優 久留米市荒木町荒木９５８－１ 641 E 2 一般 市内

土木 014250092 （有）大久保工務店 代表取締役 大久保　幸司 久留米市安武町武島１９０９ 637 E 1 一般 市内

土木 017130648 晃榮住宅（株） 代表取締役 東　和眞 久留米市西町１２０１－２ 634 E 1 一般 市内

土木 013220397 （株）中尾建材工業 代表取締役 中尾　孝子 久留米市藤山町長浦６７３ 631 E 1 特定 市内

土木 040005033 （株）益建 代表取締役 江﨑　孝 久留米市三潴町西牟田６４４２－１ 631 E 2 一般 市内

土木 016110484 （有）福沢住宅設備 代表取締役 福澤　大 久留米市山川神代３－２３３５－３ 629 E 3 一般 市内

土木 040002916 （有）藤本商事 代表取締役 藤本　公明 久留米市城島町内野５６－２ 627 E 1 一般 市内

土木 040005157 （株）共栄設備 代表取締役 西見　典道 久留米市田主丸町田主丸１０７７－１４ 625 E 1 一般 市内

土木 015050561 弓削建設 代表者 弓削　龍彦 久留米市山川追分２－６－４６ 624 E 1 一般 市内

土木 040005123 （株）エイコウ 代表取締役 高尾　摩耶 久留米市藤山町８４－１ 620 E 2 一般 市内

土木 040002643 セデックス開発（株） 代表取締役 緒方　瓔子 久留米市北野町高良３１３－５ 619 E 1 一般 市内

土木 040005128 （有）船津建材運送 代表取締役 船津　常夫 久留米市安武町住吉１６３２ 613 E 1 一般 市内

土木 040001290 森山商事 代表 森山　勝 久留米市宮ノ陣町大杜１９２－１ 613 E 1 一般 市内

土木 040002613 （株）久栄工業 代表取締役 笹隈　さゆり 久留米市国分町７２５－１ 601 E 3 一般 市内
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土木 040002659 （有）八興土木 代表取締役 池田　博一 久留米市高良内町３１６８－４ 601 E 1 一般 市内

土木 040002807 （株）聖コーポレーション 代表取締役 塩崎　由紀子 久留米市三潴町高三潴９１３－１ 600 E 1 一般 市内

土木 040005269 （株）緑修グリーン 代表取締役 大熊　修平 久留米市田主丸町長栖１９１４－１ 595 E 2 一般 市内

土木 040000991 （株）貴重企画 代表取締役 小犬丸　信 久留米市合川町１１５６ 594 E 2 特定 市内

土木 040001253 （株）ナンチク 代表取締役 堤　一治 久留米市東櫛原町１４６９－１０ 591 E 1 一般 市内

土木 011010195 古賀組 代表者 古賀　文明 久留米市大橋町蜷川１３７４ 590 E 1 一般 市内

土木 040002939 （株）清水建設 代表取締役 清水　和子 久留米市高良内町２８０９－１－２ 585 E 2 一般 市内

土木 040002912 リョウケン工業（株） 代表取締役 石橋　英治 久留米市東合川２－１２－５ 584 E 2 一般 市内

土木 040005287 荒木組 代表 荒木　崇良 久留米市国分町１０８８ー１４ 583 E 1 一般 市内

土木 040002931 ＧＯコーポレーション 代表者 林下　剛 久留米市安武町武島１１６９－５ 582 E 2 一般 市内

土木 014240043 （株）井上工業 代表取締役 井上　智香 久留米市荒木町白口２３９８－１ 581 E 2 一般 市内

土木 040005288 ケイム工業 代表 野田　敬士 久留米市三潴町高三潴１９３３－１ 581 E 1 一般 市内

土木 013220743 （有）和廣建設 代表取締役 田中　和廣 久留米市藤光町９８６－９ 579 E 3 一般 市内

土木 040002900 千石緑建 代表 鬼木　正利 久留米市藤山町２２０－９４ 577 E 1 一般 市内

土木 040000777 （株）ＡＦＦＥＣＴ 代表取締役 緒方　久則 久留米市山川町１６６２－１ 573 E 2 一般 市内

土木 011030158 国武実業（株） 代表取締役 國武　聖敬 久留米市草野町矢作２６９－２－１ 570 E 1 一般 市内

土木 040000725 本荘建設（株） 代表取締役 本荘　幸生 久留米市諏訪野町２５２９－１ 570 E 2 一般 市内

土木 040005231 （株）ショウ・エイ 代表取締役 永松　剛 久留米市宮ノ陣町八丁島７－５ 569 E 1 一般 市内

土木 040002395 ダイカン工業（有） 取締役 後藤　裕也 久留米市三潴町高三潴１４２６－２くりあビル２Ｆ 568 E 3 一般 市内

土木 040002879 遠山商事 代表 遠山　敬信 久留米市津福本町１７１０－３４ 563 E 1 一般 市内

土木 016210121 （株）河北晃樹園 代表取締役 河北　永之 久留米市国分町１５３６－３４ 548 E 2 一般 市内

土木 040005261 （株）西日本工業 代表取締役 石田　久美子 久留米市大善寺町宮本９７－１２ 544 E 1 一般 市内

土木 040005309 （株）技建高山 代表取締役 高山　智昭 久留米市田主丸町以真恵２９７－３ 543 E 1 一般 市内

　　　10 / 49 ページ



建設工事有資格者名簿（市内・準市内） 令和4年11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 040005243 アース工房（株） 代表取締役 橋本　秀哲 久留米市宮ノ陣４－２９－１１－２Ｆ 536 E 2 一般 市内

土木 040002945 （有）Ａｃｔｉｖｅ　Ｗｏｒｋｅｒｓ 代表取締役 大坪　幹典 久留米市高良内町３４３３－７ 535 E 1 一般 市内

土木 040005052 マルショウ（株） 代表取締役 今村　孝子 久留米市城島町城島２７－２ 534 E 3 一般 市内

土木 040005217 （株）ミライ 代表取締役 尾形　信之 久留米市三潴町西牟田４４－３ 529 E 3 一般 市内

土木 040005120 福栄 事業主 野崎　祐一 久留米市荒木町白口２０７６－１ 523 E 2 一般 市内

土木 016110827 （株）村上組 代表取締役 村上　菊男 久留米市南３－１８－１１ 519 E 2 一般 市内

土木 040002771 大盛産業（株） 代表取締役 田中　公子 久留米市北野町仁王丸１９－１ 517 E 3 一般 市内

土木 040002987 （株）明邦 代表取締役 小堀　祥子 久留米市宮ノ陣町大杜１８８ 494 E 3 一般 市内

土木 040005156 （株）大橋組 代表取締役 大橋　敏郎 久留米市三潴町西牟田４４７５－１１ 489 E 1 一般 市内

土木 040005280 （株）新和建設 代表取締役 田中　宏和 久留米市三潴町早津崎１０３０－８ 422 E 1 一般 市内

土木 040005295 （株）近藤工業 代表取締役 近藤　勝也 久留米市山川町１３４－５ 374 E 1 一般 市内

土木 040005312 吉田建設（株） 代表取締役 吉田　健介 久留米市三潴町玉満３５７０－１ 303 E 1 一般 市内

土木 040005318 （株）ＧＲＡＦ 代表取締役 西口　博樹 久留米市合川町１７２０―７ 299 E 1 一般 市内

土木 040005251 （株）エポック 代表取締役 添島　慎輔 久留米市荒木町荒木１２８９－１４ 291 E 2 一般 市内

建築 016200264 昭和建設（株） 代表取締役 戸田　誠二 久留米市国分町７４３－２ 1221 A 1 特定 市内

建築 018100117 金子建設（株） 代表取締役 金子　泰大 久留米市東櫛原町４８７ 1194 B 1 特定 市内

建築 020000967 （株）松本組 久留米営業所 所長 帖地　国典 久留米市宮ノ陣５－１１－１５ 1142 B 2 特定 準市内

建築 018150046 井樋建設（株） 代表取締役 井樋　聰枝 久留米市大石町５０７－２ 1132 B 2 特定 市内

建築 018100463 半田建設（株） 代表取締役 半田　利通 久留米市日ノ出町１００ 1131 B 1 特定 市内

建築 018100349 大和建設（株） 代表取締役 渡辺　昌宏 久留米市中央町２２－１７ 1092 B 2 特定 市内

建築 017130379 東建工業（株） 代表取締役 古賀　紳也 久留米市原古賀町２５－１１ 1082 B 1 特定 市内

建築 014240168 久留米建設（株） 代表取締役 高江　一久 久留米市荒木町荒木７８９－２ 1033 B 1 特定 市内

建築 017130165 （株）栗木工務店 代表取締役社長 永松　雅代 久留米市国分町１６３６－２ 1012 B 1 特定 市内
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建築 018140211 （株）小林建設 代表取締役 近藤　泰大 久留米市山川町１６６１－１ 1012 B 1 特定 市内

建築 016200088 大石建設（株） 代表取締役 大石　幸嗣 久留米市野中町１４７－１ 997 B 1 特定 市内

建築 018150184 黒田建設（株） 代表取締役 黒田　潔 久留米市大石町３２ 991 B 1 特定 市内

建築 018140258 （株）篠原工務所 代表取締役 篠原　靖典 久留米市中央町２９－１９ 990 B 1 特定 市内

建築 030001838 （株）行徳建設 代表取締役 行徳　貴 久留米市田主丸町常盤７４８－１ 976 B 2 特定 市内

建築 040000864 光安建設（株） 代表取締役 光安　昭典 久留米市北野町赤司１８５８ 959 B 1 特定 市内

建築 040002762 （株）ナカガワ 代表取締役 中川　満徳 久留米市東合川４－３－２６ 948 B 1 特定 市内

建築 017130017 （株）麻生工務店 代表取締役 麻生　隆一 久留米市津福本町２１９ 939 B 1 特定 市内

建築 016210475 （株）平田工務店 代表取締役 林　増満 久留米市国分町２０１９－２ 935 B 1 特定 市内

建築 015180522 三ツ矢建設工業（株） 代表取締役 近藤　拓磨 久留米市御井旗崎４－４－１６ 932 B 1 特定 市内

建築 018140071 梅原建設（株） 代表取締役 梅原　英二 久留米市本町１５－２５ 917 B 1 特定 市内

建築 014250161 （株）隈建設 代表取締役 隈　隆基 久留米市安武町安武本１５１７－５ 916 B 1 特定 市内

建築 040002040 福島建設（株） 代表取締役 福島　良朗 久留米市田主丸町石垣６５１－３ 893 B 1 特定 市内

建築 015080280 聖光建設（株） 代表取締役 江頭　栄二 久留米市合川町１２３５ 891 B 1 特定 市内

建築 040002281 （株）テラシマ 代表取締役 寺島　裕美 久留米市三潴町玉満３５６５ 890 B 1 特定 市内

建築 015050133 （株）筑陵建設 代表取締役 中村　彰宏 久留米市山川追分１－２－１２ 887 B 1 特定 市内

建築 040000712 （有）倉員建設 代表取締役 倉員　広美 久留米市善導寺町飯田３３８－４ 884 C 1 一般 市内

建築 017230272 新日本住宅（株） 代表取締役 江島　香織 久留米市津福本町１２４９－６ 882 B 1 特定 市内

建築 013190040 （株）いとう工房 代表取締役 伊藤　督一 久留米市高良内町４５９６－２２ 876 B 1 特定 市内

建築 016110135 木蓋建設（株） 代表取締役 木蓋　洋友 久留米市野中町１２８２－３ 865 B 1 特定 市内

建築 040002359 サカイ工業（株） 代表取締役 坂井　綾 久留米市三潴町清松３７８－１ 863 B 2 特定 市内

建築 040000708 （株）シャルム建築デザイン 代表取締役 清水　明恵 久留米市高良内町２８０９－１ 860 B 1 特定 市内

建築 040002279 （有）栗丸工業 代表取締役 栗丸　昭幸 久留米市三潴町草場３４３－２ 851 B 1 特定 市内

　　　12 / 49 ページ



建設工事有資格者名簿（市内・準市内） 令和4年11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 016110583 （株）和泉オークス 代表取締役 和泉　光紀 久留米市野中町１０５５－１ 848 C 3 一般 市内

建築 018140300 太陽建設工業（株） 代表取締役 坂田　哲也 久留米市本町８－５ 845 B 1 特定 市内

建築 040005022 （株）エイワ産業 代表取締役 木下　泰源 久留米市善導寺町木塚３５－５ 829 C 3 特定 市内

建築 018120236 （有）佐々木工務店 代表取締役 太田　實 久留米市六ツ門町１９－１０ 824 C 1 一般 市内

建築 011010197 （有）古賀建設 代表取締役 古賀　靖司 久留米市大橋町常持１０４９－１ 823 C 1 一般 市内

建築 040002362 （株）シゲマツ 代表取締役 重松　誠 久留米市城島町西青木７３９ 817 C 1 一般 市内

建築 017230490 （株）藤岡建設 代表取締役 藤岡　茂 久留米市津福今町２０５－２ 815 C 2 一般 市内

建築 040000991 （株）貴重企画 代表取締役 小犬丸　信 久留米市合川町１１５６ 804 C 1 特定 市内

建築 040000559 （株）ユー企画 代表取締役 濱岡　一博 久留米市京町２２３－１ 804 C 1 特定 市内

建築 040000526 ティー・ツー（株） 代表取締役 石川　達郎 久留米市国分町１９８７－１２ 803 C 1 特定 市内

建築 015080599 ヤマト建設（株） 代表取締役 北野　秀幸 久留米市国分町２０２５－５ 801 C 1 特定 市内

建築 016210171 （株）クスコ 代表取締役 久冨　廣一郎 久留米市国分町１６４８－７ 795 C 2 特定 市内

建築 040000722 新谷建設（株） 代表取締役 森　八束 久留米市国分町１７－１ 790 C 1 一般 市内

建築 012060068 （株）内野三建設 代表取締役 内野　英雄 久留米市宮ノ陣町八丁島１３３－６ 788 C 1 特定 市内

建築 011030218 （有）小屋松建設 代表取締役 小屋松　耕一 久留米市草野町矢作２８３－１ 787 C 2 一般 市内

建築 012060391 （株）豊福組 代表取締役 豊福　高士 久留米市宮ノ陣６－１２－４０ 785 C 2 特定 市内

建築 040002023 （有）林田建設 代表取締役 林田　壽夫 久留米市田主丸町野田１５９８－１ 783 C 1 一般 市内

建築 040002229 （株）龍乃組 代表取締役 高山　進五 久留米市北野町中８７１ 782 C 2 特定 市内

建築 040002467 （株）崎野工務店 代表取締役 崎野　徳男 久留米市田主丸町豊城９５－１ 778 C 1 一般 市内

建築 011010082 （株）江藤建設 代表取締役 米田　雅洋 久留米市善導寺町飯田８８１ー４ 776 C 2 一般 市内

建築 040000727 （有）マスダ工務店 代表取締役 増田　照幸 久留米市安武町安武本２２５７－１ 774 C 1 特定 市内

建築 040000085 （有）原建設工業 代表取締役 原　貴文 久留米市津福今町２９１－１ 766 C 1 特定 市内

建築 040002699 （有）詩織住建 取締役 小犬丸　澄子 久留米市合川町１１５６ 759 C 1 一般 市内
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建築 013190062 （名）上野工務店 代表社員 上野　茂喜 久留米市高良内町５１６ 754 C 2 一般 市内

建築 017130648 晃榮住宅（株） 代表取締役 東　和眞 久留米市西町１２０１－２ 754 C 2 一般 市内

建築 017230097 大橋建設工業（株） 代表取締役 大橋　收平 久留米市津福本町１６０８－３ 753 C 1 特定 市内

建築 016200393 （株）鳥越建設 代表取締役 鳥越　一郎 久留米市野中町２４９－９ 752 C 1 一般 市内

建築 013220187 ケンショーハウス工業（株） 代表取締役 徳冨　総一郎 久留米市北野町高良１２０６ 751 C 1 一般 市内

建築 017230441 野口研塗（株） 代表取締役 野口　達也 久留米市津福今町２１４－２ 748 C 3 一般 市内

建築 014240591 （株）樋口建設 代表取締役 樋口　國廣 久留米市荒木町荒木１９７９－１４ 739 D 1 一般 市内

建築 040005274 （株）駅前工務店 代表取締役 米倉　武志 久留米市東櫛原町２８５１－１ 732 D 1 特定 市内

建築 040002823 （株）建楽 代表取締役 若林　由美 久留米市山川安居野３－３－３ 728 D 1 一般 市内

建築 040002405 坂本建設 事業主 坂本　忠教 久留米市城島町大依２６６－１７ 725 D 1 一般 市内

建築 040000777 （株）ＡＦＦＥＣＴ 代表取締役 緒方　久則 久留米市山川町１６６２－１ 718 D 1 一般 市内

建築 040002664 鐵舟（株） 代表取締役 別府　道廣 久留米市荒木町白口１１ー１ 718 D 1 一般 市内

建築 040000808 （株）マツダペイント 代表取締役 松田　孝則 久留米市宮ノ陣２－２－１０ 714 D 3 一般 市内

建築 040000149 椿建設 代表者 椿　博實 久留米市田主丸町常盤７９６－２ 707 D 1 一般 市内

建築 040001268 石橋建設（株） 代表取締役 石橋　賢一 久留米市田主丸町中尾２２６－３ 705 D 1 一般 市内

建築 040002567 （株）ユニ企画 代表取締役 行徳　八重子 久留米市田主丸町常盤７５６－１ 694 D 2 一般 市内

建築 040002802 （株）オオハシ 代表取締役 大橋　由香 久留米市荒木町白口３９４ 689 D 2 一般 市内

建築 040002589 （株）安建 代表取締役 安松　幹徳 久留米市高良内町４１０－２ 683 D 1 一般 市内

建築 040005162 匠建設（株） 代表取締役 坂本　朋久 久留米市野中町５６３－１ 682 D 1 特定 市内

建築 040002065 （資）中野商会 代表社員 中野　節子 久留米市田主丸町以真恵２５４－２ 676 D 1 一般 市内

建築 018160234 迫田板金工業（株） 代表取締役 迫田　浩嗣 久留米市長門石２－２－１ 673 D 3 一般 市内

建築 013220743 （有）和廣建設 代表取締役 田中　和廣 久留米市藤光町９８６－９ 671 D 1 一般 市内

建築 040002513 （有）アステック福岡 代表取締役 田中　和廣 久留米市藤光町９８６－９ 666 D 2 一般 市内
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建築 040005298 （株）アビックス 代表取締役 高崎　弘明 久留米市安武町安武本３３３０ー８ 650 D 1 一般 市内

建築 040000725 本荘建設（株） 代表取締役 本荘　幸生 久留米市諏訪野町２５２９－１ 649 D 1 一般 市内

建築 040000239 マインド建築（株） 代表取締役 藤崎　正敏 久留米市天神町１３３ 648 D 1 一般 市内

建築 040001073 （有）タカハマ 代表取締役 高濵　幸一 久留米市三潴町草場１１４ 645 D 1 一般 市内

建築 040005243 アース工房（株） 代表取締役 橋本　秀哲 久留米市宮ノ陣４－２９－１１－２Ｆ 644 D 1 特定 市内

建築 040000013 参道賢建設（有） 代表取締役 佐藤　弥生 久留米市上津町２２２８－１６５ 644 D 2 一般 市内

建築 040002928 （株）創美 代表取締役 金子　知憲 久留米市大善寺町宮本４９－２ 644 D 1 一般 市内

建築 012060812 黒岩産業（株） 代表取締役 黒岩　祐司 久留米市宮ノ陣町大杜５４９－１ 640 D 1 一般 市内

建築 013190601 加月工務店 事業主 加月　秀敏 久留米市高良内町２９４４－２２ 635 D 1 一般 市内

建築 018120198 （株）古賀工務店 代表取締役 古賀　敏久 久留米市通町５－６ 634 D 1 特定 市内

建築 018120730 （株）司建装 代表取締役 村山　誠 久留米市野中町９１９－２ 634 D 2 一般 市内

建築 040005056 新生ビルメンテナンス（株） 代表取締役 浦　圭司 久留米市宮ノ陣４－３０－１ 630 D 3 一般 市内

建築 040005276 竹井建設 事業主 竹井　光博 久留米市上津町２２２８－６９０ 609 E 1 一般 市内

建築 040000879 丸山都市開発（株） 代表取締役 丸山　和彦 久留米市東合川町４３３－１ 609 E 2 一般 市内

建築 040005004 （株）プロテクノ 代表取締役 鶴田　泰司 久留米市国分町３４ー１１ 607 E 3 一般 市内

建築 040000462 松尾塗装（株） 代表取締役 松尾　義隆 久留米市山本町耳納８７－１ 603 E 2 一般 市内

建築 040005035 建成 事業主 野田　成行 久留米市高野２－８－２４ 598 E 1 一般 市内

建築 040002852 （株）光栄建設 代表取締役 田中　崇浩 久留米市御井町１７３６－１ 597 E 1 一般 市内

建築 040002939 （株）清水建設 代表取締役 清水　和子 久留米市高良内町２８０９－１－２ 593 E 1 一般 市内

建築 040002857 西工務店 代表 西　博美 久留米市津福今町４２７－２４ 591 E 1 一般 市内

建築 013220537 ムライケミカルパック（株） 代表取締役 村井　正隆 久留米市藤山町６９６－５ 590 E 2 特定 市内

建築 040005119 （株）　Ｈｏｍｅ　Ｅｓｔａｔｅ　Ａｏｉ 代表取締役 田中　忠徳 久留米市諏訪野町１６３４－９ 582 E 2 一般 市内

建築 040002530 （有）秋吉板金工業 代表取締役 秋吉　義明 久留米市三潴町高三潴１１５５－４ 553 E 3 一般 市内
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建築 040002176 黒岩建設 事業主 黒岩　正拝 久留米市北野町高良９４９－２ 533 E 1 一般 市内

建築 040005310 黒瀬工務店（合） 代表社員 黒瀬　守 久留米市国分町６ 532 E 1 一般 市内

建築 040005282 （株）創 代表取締役 嘉賀　孝二郎 久留米市北野町中２３３８－３ 449 E 1 特定 市内

大工 040000712 （有）倉員建設 代表取締役 倉員　広美 久留米市善導寺町飯田３３８－４ 721  2 一般 市内

大工 040002823 （株）建楽 代表取締役 若林　由美 久留米市山川安居野３－３－３ 591  2 一般 市内

左官 040002733 （株）松岡左官工業 代表取締役 松岡　謙太 久留米市北野町中２３５８－１ 676  2 一般 市内

とび 040000716 （株）トラスト工業 代表取締役 小林　弘明 久留米市梅満町４０７－５ 1025  2 特定 市内

とび 014240385 （株）時里組 代表取締役 時里　功 久留米市荒木町今２２２－１ 1007  2 特定 市内

とび 014240646 （株）キューボウ 代表取締役 尾関　美知 久留米市合川町４２２－１８ 1000  3 特定 市内

とび 040005211 日本ディックライト（株） 久留米支店 支店長 大道　登彦 久留米市城南町１２－２６ 956  1 一般 準市内

とび 030000925 双葉工業（株） 久留米支店 支店長 高倉　政代 久留米市藤山町１５３９ー１ 945  1 特定 準市内

とび 020001077 （株）スポーツテクノ和広 九州支店 取締役支店長 野見山　竜一 久留米市東合川１－５－２７ 937  3 特定 準市内

とび 030000787 日本エスエム（株） 久留米営業所 所長 中野　敏明 久留米市御井町１９６７－１　Ａ１０２ 922  1 特定 準市内

とび 030000461 （株）西部保安 久留米支店 支店長 奥畑　秀治 久留米市北野町中３０７９－２ 888  1 一般 準市内

とび 030000247 （株）共和テック 代表取締役 山口　輝喜 久留米市東合川３－１－１１ 881  1 特定 市内

とび 040000922 （有）池田商会 代表取締役 池田　津代志 久留米市合川町１１５６－１３ 860  1 一般 市内

とび 040002634 （株）山本建設建材 久留米支店 支店長 南　律子 久留米市北野町中川１４６ 859  2 特定 準市内

とび 030001165 （株）ダイシ 久留米営業所 所長 中垣　勝征 久留米市北野町中川２２８０ー４ー１０３ 852  1 一般 準市内

とび 017130379 東建工業（株） 代表取締役 古賀　紳也 久留米市原古賀町２５－１１ 843  3 特定 市内

とび 030000081 （株）牛尾商店 久留米営業所 所長 三宅　悟 久留米市荒木町藤田１１０９－１５－２　サンマリノ藤田２Ｊ 830  1 一般 準市内

とび 015080752 ホゼン（株） 久留米営業所 所長 美濃部　幹雄 久留米市東合川４ー４ー８ 830  1 一般 準市内

とび 040002850 （有）馬場産業 久留米営業所 営業所長 田中　耕二 久留米市合川町１６４５－３－１０２ 828  1 一般 準市内

とび 016200081 九州技建（株） 代表取締役 池田　洋一 久留米市北野町石崎１２４－１ 821  2 特定 市内
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とび 040002591 寺崎工業（株） 代表取締役 寺崎　光 久留米市山本町豊田１１４９－１ 818  1 一般 市内

とび 040000569 原建設建材（株） 代表取締役 原　泰則 久留米市善導寺町飯田１５７９－１ 816  2 一般 市内

とび 013190206 （株）小椎尾組 代表取締役 小椎尾　学 久留米市高良内町３７７２－１ 801  3 特定 市内

とび 040002371 （株）中園土木 代表取締役 中園　秀男 久留米市城島町浜５４１－１ 789  2 特定 市内

とび 011020518 三貴松建設（株） 代表取締役 小屋松　義昭 久留米市善導寺町木塚１３３２－３ 776  3 一般 市内

とび 018100401 （株）仲組 代表取締役 仲　彰尋 久留米市城南町８－５０ 769  3 特定 市内

とび 015080303 （株）高木ガーデン 代表取締役 高木　勝洋 久留米市新合川１－８－３４ 766  3 一般 市内

とび 013220408 （株）中村組 代表取締役 中村　勝信 久留米市藤山町６７０－２ 764  3 特定 市内

とび 040000753 （株）久留米道路施設 代表取締役 浅田　実弦 久留米市野中町１２１－２ 758  1 一般 市内

とび 040002657 （株）開発工業 久留米営業所 営業所長 徳永　隆 久留米市草野町草野４３２－１ 755  1 一般 準市内

とび 040000733 （有）新生建設 代表取締役 北　美智恵 久留米市三潴町西牟田６５５６－４ 755  2 一般 市内

とび 015080314 （株）高嶋造園 代表取締役 高嶋　智久 久留米市東合川町５１４ 755  2 一般 市内

とび 040002211 （有）秋山建設 代表取締役 秋山　金義 久留米市北野町八重亀３９４－１ 752  3 一般 市内

とび 012060464 半田工業（株） 代表取締役 半田　清 久留米市宮ノ陣２－５－５ 749  2 一般 市内

とび 040002834 アルテック（株） 久留米営業所 所長 黄檗　富一 久留米市藤山町字谷１５３９－４ 748  1 一般 準市内

とび 011020472 久富建設（株） 代表取締役 久富　正継 久留米市善導寺町飯田３６５ 747  2 特定 市内

とび 040002194 筑邦土質（株） 代表取締役 棚町　保典 久留米市北野町高良１９５５－１ 744  2 一般 市内

とび 011020830 久留米アスコン（株） 代表取締役 小田澤　淳 久留米市善導寺町木塚２９４－１ 743  3 特定 市内

とび 040002190 （有）中知建設 代表取締役 中知　貞治 久留米市北野町稲数１６ 741  2 一般 市内

とび 040002212 日之出産業（株） 代表取締役 山下　英孝 久留米市北野町八重亀５５９－３ 738  2 特定 市内

とび 017170630 （株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町２３００－１０ 736  2 一般 市内

とび 040002725 （株）フクナン開発 代表取締役 中川原　孝 久留米市荒木町白口１６０２ 734  2 一般 市内

とび 017170137 （有）木元産業 代表取締役 木元　たち子 久留米市梅満町４３６－７ 731  1 一般 市内
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とび 011040491 （有）ふじた造園 代表取締役 藤田　義光 久留米市山本町豊田６４－２ 731  3 一般 市内

とび 040002274 （有）堤組 取締役 吉武　和幸 久留米市三潴町玉満４２９０－１５ 729  2 一般 市内

とび 040001250 （有）リパイド 代表取締役 副島　龍輔 久留米市藤山町１６６４－６１ 729  3 一般 市内

とび 011020736 東豊建設 代表者 田中　良 久留米市善導寺町飯田３９８－１ 728  2 一般 市内

とび 040002661 （有）ショウエイ環境 代表取締役 橋本　健一郎 久留米市三潴町西牟田６３４５－３ 723  1 一般 市内

とび 018150508 （株）松隈工務店 代表取締役 柄本　正雄 久留米市縄手町３６４ 711  3 一般 市内

とび 040002872 （株）下川工業 代表取締役 下川　通 久留米市城島町江上本２０９－３ 706  2 一般 市内

とび 040005141 （有）ダイヤモンド久留米 代表取締役 中村　功基 久留米市西町５７５－２ 706  1 一般 市内

とび 040002806 生野重機（株） 代表取締役 生野　馨 久留米市田主丸町船越３７－１ 705  2 一般 市内

とび 013190700 （株）みらい建設 代表取締役 大石　明 久留米市津福本町２０５６－１ 705  2 一般 市内

とび 040002958 （株）セレクト 久留米営業所 営業所長 松本　義浩 久留米市荒木町白口１７５７ー３ 702  1 一般 準市内

とび 013190062 （名）上野工務店 代表社員 上野　茂喜 久留米市高良内町５１６ 699  3 一般 市内

とび 015050392 （株）豊福土木 代表取締役 豊福　光政 久留米市山川野口町１１－１９ 695  2 一般 市内

とび 040001304 （株）テイク 代表取締役 古賀　郁子 久留米市藤山町鉾立２２０ー４４ 690  2 特定 市内

とび 011010197 （有）古賀建設 代表取締役 古賀　靖司 久留米市大橋町常持１０４９－１ 688  3 一般 市内

とび 040000758 （有）田主丸緑地建設 代表取締役 小西　金治 久留米市田主丸町常盤４６７ 683  2 一般 市内

とび 017230525 （株）みのう 代表取締役 山下　良一 久留米市荒木町白口１７５７－１ 683  2 一般 市内

とび 013190344 （株）大寿建設 代表取締役 古賀　原野 久留米市三潴町草場１５１－１ 681  2 一般 市内

とび 040002639 （有）藤光建設 代表取締役 菊池　昭博 久留米市藤光町９２５－１９４ 680  2 一般 市内

とび 040005238 ＢＩＫＥＮＷＯＲＫＳ（株） 代表取締役 高野　美穂 久留米市篠山町２５１－５ 679  1 一般 市内

とび 015050305 高木建設建材（株） 代表取締役 高木　幸一郎 久留米市太郎原町１５３９ 678  3 一般 市内

とび 040005036 （株）成田建設 代表取締役 成田　勝 久留米市国分町８２７－３ 677  3 一般 市内

とび 014260557 山田工業（株） 代表取締役 井口　照美 久留米市大善寺町宮本６２１ 670  3 一般 市内
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とび 014260096 大塚土木 代表者 大塚　輝義 久留米市大善寺南１－１０－１８ 668  2 一般 市内

とび 013220533 （有）宮本組 代表取締役 前田　邦秀 久留米市上津町字向野２２２８－１１３８ 666  3 一般 市内

とび 040002506 行武建設（株） 代表取締役 行武　義夫 久留米市御井町４５８－２ 659  2 一般 市内

とび 017230252 （株）執行茂寿園 代表取締役 執行　英利 久留米市津福今町２０７ 659  3 一般 市内

とび 040002893 （株）誠和興建 代表取締役 末次　幸子 久留米市善導寺町木塚１４７８－１２ 658  1 一般 市内

とび 040000509 梓建設（株） 代表取締役 山本　冠也 久留米市田主丸町石垣６７５－１ 651  3 特定 市内

とび 040002855 佐野恵樹園（株） 代表取締役 佐野　幹法 久留米市荒木町今１７４ 651  2 一般 市内

とび 040002549 かっぱ土木 代表者 田中　文浩 久留米市田主丸町野田７３６ 646  2 一般 市内

とび 040000516 修・コーポレーション 代表者 脇　修輔 久留米市梅満町４３５－１ 640  3 一般 市内

とび 040005003 （株）福子建設 代表取締役 野崎　喜代 久留米市荒木町白口２０７６－１ 638  3 特定 市内

とび 040005139 （株）エフジー 代表取締役 藤崎　貴介 久留米市藤山町７６８－１　コーポラス・エム１０１号室 633  2 一般 市内

とび 040005014 （有）大河開発 取締役 平田　正明 久留米市安武町武島６９６－８ 632  2 特定 市内

とび 013220397 （株）中尾建材工業 代表取締役 中尾　孝子 久留米市藤山町長浦６７３ 631  3 特定 市内

とび 014250036 （株）石橋組 代表取締役社長 出口　信行 久留米市荒木町荒木１９６１－１４ 621  3 特定 市内

とび 040001301 （有）野中斫工業 代表取締役 竹尾　繁子 久留米市東合川７－１３－９ 606  2 一般 市内

とび 018150642 （株）木村産業 代表取締役 木村　充男 久留米市大石町３７０－１ 605  2 一般 市内

とび 040000698 （有）西武土木 代表取締役 宮原　アヤ子 久留米市小森野６－７－１１ 605  2 一般 市内

とび 030001913 （株）マサキ建設工業 代表取締役 日吉　洋介 久留米市城島町下青木４６６－１ 603  2 一般 市内

とび 040005123 （株）エイコウ 代表取締役 高尾　摩耶 久留米市藤山町８４－１ 575  3 一般 市内

とび 013220743 （有）和廣建設 代表取締役 田中　和廣 久留米市藤光町９８６－９ 570  2 一般 市内

とび 040005157 （株）共栄設備 代表取締役 西見　典道 久留米市田主丸町田主丸１０７７－１４ 565  2 一般 市内

とび 040002900 千石緑建 代表 鬼木　正利 久留米市藤山町２２０－９４ 549  3 一般 市内

とび 015050561 弓削建設 代表者 弓削　龍彦 久留米市山川追分２－６－４６ 544  2 一般 市内
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とび 040002659 （有）八興土木 代表取締役 池田　博一 久留米市高良内町３１６８－４ 537  2 一般 市内

とび 040002771 大盛産業（株） 代表取締役 田中　公子 久留米市北野町仁王丸１９－１ 536  2 一般 市内

とび 016210121 （株）河北晃樹園 代表取締役 河北　永之 久留米市国分町１５３６－３４ 528  3 一般 市内

とび 040002945 （有）Ａｃｔｉｖｅ　Ｗｏｒｋｅｒｓ 代表取締役 大坪　幹典 久留米市高良内町３４３３－７ 506  2 一般 市内

とび 040005280 （株）新和建設 代表取締役 田中　宏和 久留米市三潴町早津崎１０３０－８ 388  2 一般 市内

とび 040005306 （株）優和建設 代表取締役 近藤　卓也 久留米市山川町１４６３－６ 353  1 一般 市内

とび 040005251 （株）エポック 代表取締役 添島　慎輔 久留米市荒木町荒木１２８９－１４ 286  3 一般 市内

とび 040005318 （株）ＧＲＡＦ 代表取締役 西口　博樹 久留米市合川町１７２０―７ 283  2 一般 市内

石 030001871 （株）石の山本 代表取締役 山本　泰輔 久留米市城島町楢津１２７８ 734  1 一般 市内

石 040002594 （株）タカヤマ 代表取締役 高山　日義 久留米市田主丸町石垣９１３－２ 660  3 一般 市内

屋根 017130017 （株）麻生工務店 代表取締役 麻生　隆一 久留米市津福本町２１９ 748  2 特定 市内

屋根 018160234 迫田板金工業（株） 代表取締役 迫田　浩嗣 久留米市長門石２－２－１ 748  1 一般 市内

屋根 040002504 （株）天慶 代表取締役 堺　斗司郎 久留米市東合川１－９－１２ 722  1 一般 市内

屋根 040000712 （有）倉員建設 代表取締役 倉員　広美 久留米市善導寺町飯田３３８－４ 721  3 一般 市内

屋根 040002530 （有）秋吉板金工業 代表取締役 秋吉　義明 久留米市三潴町高三潴１１５５－４ 633  1 一般 市内

屋根 012060812 黒岩産業（株） 代表取締役 黒岩　祐司 久留米市宮ノ陣町大杜５４９－１ 633  2 一般 市内

電気 020000217 （株）九電工 久留米営業所 所長 三原　壮太 久留米市荒木町荒木３７４－１ 1947 A 1 特定 準市内

電気 018140126 川浪電気工事（株） 代表取締役 永野　英明 久留米市本町１２－１６ 1114 B 1 特定 市内

電気 017230353 （株）筑後電設 代表取締役 木谷　祐一 久留米市合川町１７７４－９ 1091 B 1 特定 市内

電気 040002953 大日通信工業（株） 久留米営業所 久留米営業所長 寺岡　忠春 久留米市御井旗崎４－６－７ 1065 B 1 特定 準市内

電気 017130282 西部電業（株） 代表取締役 井上　孝 久留米市西町１１３９－１５ 983 B 1 特定 市内

電気 018140431 西日本電気工事（株） 代表取締役 山口　成一 久留米市本町１３－４ 963 B 1 特定 市内

電気 017170077 （株）栄電舎 代表取締役 飯笹　学 久留米市津福本町字南津留２３４８－８ 957 B 1 一般 市内
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電気 017170063 （株）上野製作所 代表取締役 上野　時生 久留米市荒木町荒木１－７ 942 B 1 特定 市内

電気 015080471 サンケイ（株） 代表取締役 古賀　恭治 久留米市東合川５－６－２９ 938 B 1 特定 市内

電気 017140266 （株）新栄電業社 代表取締役 原　伸輔 久留米市西町１２１５ 924 B 1 特定 市内

電気 040001201 （株）池田電気商会 代表取締役 池田　篤史 久留米市城島町内野３３０－５ 911 B 1 特定 市内

電気 017230345 大東電気工事（株） 代表取締役 家永　雅文 久留米市津福本町１６５６－５ 898 B 1 特定 市内

電気 040002636 福岡酸素（株） ガスエンジニアリング部 部長 立川　裕康 久留米市宮ノ陣町若松字粟ノ瀬１－７ 895 B 1 一般 準市内

電気 017130175 （株）久留米電気商会 代表取締役 稲益　大介 久留米市小頭町５－１ 884 B 1 一般 市内

電気 040002050 （有）堤電設 代表取締役 堤　誠二 久留米市田主丸町秋成６３３－１３ 883 B 1 一般 市内

電気 040002761 （株）遠藤電設 代表取締役 遠藤　茂喜 久留米市大石町６１２－７ 874 B 1 特定 市内

電気 018140245 三光電気工事（株） 代表取締役 山口　秀和 久留米市松ケ枝町４４ 870 B 1 一般 市内

電気 017130002 （株）アイワ・エンジニアリング 代表取締役 平塚　洋一 久留米市西町１２２２ 862 B 1 特定 市内

電気 017130529 宮川電気工事（株） 代表取締役 古賀　洋 久留米市長門石４－１３－２５ 861 B 1 一般 市内

電気 015050682 （株）九州ＡＶ 代表取締役 釘崎　匡俊 久留米市山川神代１－１－６ 857 B 3 一般 市内

電気 016110128 （有）川浪電設商会 取締役 川浪　高聖 久留米市野中町１４７２－４１ 855 B 1 一般 市内

電気 018160329 田中電業（株） 代表取締役 大西　英彦 久留米市長門石２－３－３２ 851 B 1 特定 市内

電気 018140651 （株）九州栄電社 代表取締役 飯笹　学 久留米市藤光町７３５－１７ 848 C 1 一般 市内

電気 040002569 （有）北島電業 取締役 北島　功ニ 久留米市津福今町３９１－５ 834 C 1 一般 市内

電気 040001263 牛島電設 代表者 牛島　大助 久留米市上津町１２６６－８ 831 C 1 一般 市内

電気 012060481 （有）深町電設 代表取締役 深町　重由 久留米市宮ノ陣１－６－３８ 817 C 1 一般 市内

電気 017130334 （有）第一電気 代表取締役 津留崎　義晴 久留米市小頭町２－２６ 816 C 1 一般 市内

電気 040002390 （株）タナカエンジニア 代表取締役 田中　信 久留米市城島町江上上７９４－２ 813 C 1 一般 市内

電気 040000305 （有）オーム電工 代表取締役 池田　晴雄 久留米市高良内町３１５５－１４ 795 C 1 一般 市内

電気 013190388 （株）富松電気工事 代表取締役 富松　立實 久留米市高良内町４５９６－２３ 791 C 1 一般 市内
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電気 016210016 旭電設工業（株） 代表取締役 足立　賢一 久留米市国分町１７００－１ 778 C 1 一般 市内

電気 040002204 （有）井上電気商会 代表取締役 井上　孝徳 久留米市北野町大城６２－２ 766 C 1 一般 市内

電気 011040823 （有）筑陽電設 代表取締役 香月　孝生 久留米市山本町豊田１５８８ 763 C 1 一般 市内

電気 040000012 正和電機（株） 代表取締役 松田　勉 久留米市東合川６－３－１３ 759 C 1 一般 市内

電気 040002497 （株）オージーエイ 代表取締役 大賀　光宏 久留米市長門石１－３７４ー４ 755 C 1 一般 市内

電気 018100034 イクノ冷熱工業（株） 代表取締役 井上　重敏 久留米市荒木町白口１２５１－２ 744 C 2 一般 市内

電気 040000308 鹿毛電設（株） 代表取締役 鹿毛　明彦 久留米市国分町１５５８－５９ 735 C 1 一般 市内

電気 040000787 （有）栄進電業 代表取締役 原　功一 久留米市国分町９９５－１ 734 C 1 一般 市内

電気 014240699 日生電気工事 代表者 下川　満 久留米市荒木町荒木１６７４－５ 729 C 1 一般 市内

電気 040002752 （株）カワデン 代表取締役 金子　晴樹 久留米市本町１２－１３－２ 717 C 1 一般 市内

電気 040005015 （株）安徳電設工業 代表取締役 安徳　新一 久留米市荒木町白口２１８６－３ 715 C 1 一般 市内

電気 015080667 （株）ナイガイ 代表取締役 古財　琢磨 久留米市東合川６－４－５２ 715 C 1 一般 市内

電気 017130369 津福工業（株） 代表取締役社長 津福　一宏 久留米市梅満町１２０２ 710 C 3 一般 市内

電気 040000005 （有）近藤電気工事 代表取締役 近藤　則行 久留米市青峰１－２２－２１ 708 C 1 一般 市内

電気 040000461 （株）古賀電設商会 代表取締役 蒲池　学 久留米市安武町住吉１０３９－３ 696 C 1 一般 市内

電気 040005215 （株）オムズ 代表取締役 尾村　群三 久留米市国分町１０９４－７ 691 C 1 一般 市内

電気 017130436 日進電業（株） 代表取締役 長谷川　博文 久留米市梅満町１０５９－７ 690 C 1 一般 市内

電気 017230452 （有）ハセガワ電工 代表取締役 長谷川　和信 久留米市津福今町６７３－３２ 682 C 1 一般 市内

電気 040000800 末次電気工事商会 代表 末次　博行 久留米市大橋町常持３７２－２ 677 C 1 一般 市内

電気 016210673 旭洋電気工事（株） 代表取締役 桑原　富美香 久留米市江戸屋敷２－１７－３ 662 C 1 一般 市内

電気 040002998 （株）ＥＣＯＭ 代表取締役 古賀　秀機 久留米市諏訪野町１８２６－５ 660 C 1 一般 市内

電気 040005032 システムラボラトリー（株） 久留米営業所 所長 齋藤　裕典 久留米市百年公園１―１久留米リサーチセンタービル研究開発棟２Ｆ 656 C 2 一般 準市内

電気 040002943 喜多電設（株） 代表取締役 喜多　雄二 久留米市城島町下青木１３０５－１ 655 C 1 一般 市内
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電気 040002794 共立エンジニアリング（株） 代表取締役 矢加部　勝徳 久留米市山川追分１－４－２４ 644 C 3 一般 市内

電気 040002976 （有）電興設計工業 代表取締役 野田　和彦 久留米市本町１３－４ 640 C 1 一般 市内

電気 040002495 中野電気 事業主 中野　正直 久留米市田主丸町竹野２０６４ 639 C 1 一般 市内

電気 040005212 （有）元気電工 代表取締役 中島　誠 久留米市大石町１７１ 624 C 1 一般 市内

電気 040005056 新生ビルメンテナンス（株） 代表取締役 浦　圭司 久留米市宮ノ陣４－３０－１ 609 C 1 一般 市内

電気 040002894 （株）村上電設 代表取締役 村上　輝一 久留米市津福今町３０７－２ 603 C 1 一般 市内

電気 040000799 原電業社 代表者 原　清隆 久留米市津福今町３９０－７ 600 C 1 一般 市内

電気 018150243 三共電気工事（株） 代表取締役 緒方　勝敏 久留米市大石町４１４－５ 590 C 1 一般 市内

電気 040005006 （株）武電気システム 代表取締役 原武　雅樹 久留米市安武町武島３０７－１ 589 C 1 一般 市内

電気 040002732 （株）シーテック 代表取締役 荒木　俊浩 久留米市三潴町西牟田６３９９－６２ 587 C 1 一般 市内

電気 015180666 （株）吉満工業 代表取締役 吉川　凌子 久留米市御井旗崎２－１１－６ 575 C 2 一般 市内

電気 040005118 ＩＫＥＤＥＮ 代表者 池田　阿里 久留米市城島町内野３３０－５ 548 C 1 一般 市内

電気 040002866 （株）福岡防災センター 代表取締役 荒木　進 久留米市諏訪野町２２７２－２ 543 C 2 一般 市内

電気 040002601 キョウドウシステム（株） 代表取締役 石橋　悦治 久留米市小頭町１１－２ 542 C 2 一般 市内

電気 040005226 （有）Ｌワイズ 代表取締役 冨田　政博 久留米市大善寺南１－２９－２３ 541 C 1 一般 市内

電気 040002522 （有）野口電気工事 代表取締役 野口　春吉 久留米市安武町武島３８９－１ 529 C 1 一般 市内

電気 040005296 （株）ハイテクソリューション 代表取締役 溝内　洋 久留米市三潴町福光８６１－５ 490 C 1 一般 市内

管 020000217 （株）九電工 久留米営業所 所長 三原　壮太 久留米市荒木町荒木３７４－１ 1870 A 3 特定 準市内

管 040000024 （株）ニチゾウテック 久留米事業所 久留米事業所長 吉村　政浩 久留米市城島町江上本１２９３－２ 1185 B 3 特定 準市内

管 040002636 福岡酸素（株） ガスエンジニアリング部 部長 立川　裕康 久留米市宮ノ陣町若松字粟ノ瀬１－７ 1088 B 3 一般 準市内

管 014231442 （株）古賀住設 代表取締役 古賀　恭治 久留米市東合川５－６－２９ 995 B 1 特定 市内

管 015080589 フジクリーン久留米（株） 代表取締役 古賀　信 久留米市東合川３－３－６ 967 B 1 特定 市内

管 018100034 イクノ冷熱工業（株） 代表取締役 井上　重敏 久留米市荒木町白口１２５１－２ 966 B 1 特定 市内

　　　23 / 49 ページ



建設工事有資格者名簿（市内・準市内） 令和4年11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

管 017130369 津福工業（株） 代表取締役社長 津福　一宏 久留米市梅満町１２０２ 955 B 1 特定 市内

管 017230167 （株）久留米空調サービス 代表取締役 福島　佳隆 久留米市津福今町２１９－６ 939 B 1 特定 市内

管 020000066 （株）一新工業 久留米支店 支店長 土屋　賢治 久留米市梅満町三ノ江１５６７ 933 B 2 特定 準市内

管 040000247 中島空調設備（株） 代表取締役 中島　幹夫 久留米市南３－２４－２１ 904 B 1 特定 市内

管 015080496 （株）古川工務店 代表取締役 古川　恒博 久留米市東合川１－５－８ 896 B 1 特定 市内

管 015050251 （株）執行工業 代表取締役 執行　慶二 久留米市山川神代３－８－３０ 889 B 1 特定 市内

管 015080711 （株）ユニイチ 代表取締役 松尾　一広 久留米市東合川４－９－２５ 874 B 1 一般 市内

管 017130495 （有）古川工業 代表取締役 古川　賢太郎 久留米市小頭町５－２３ 868 B 2 一般 市内

管 040000025 アイスマン（株） 代表取締役 秋山　知昭 久留米市宮ノ陣３－６－２３ 855 B 1 特定 市内

管 040001202 （株）クリアウォーター設備 代表取締役 吉武　章 久留米市三潴町高三潴１４２６－２ 854 B 1 一般 市内

管 018120706 （有）タク設備システム 代表取締役 西尾　公孝 久留米市長門石２－１１－４３ 854 B 2 一般 市内

管 016110583 （株）和泉オークス 代表取締役 和泉　光紀 久留米市野中町１０５５－１ 848 C 1 一般 市内

管 040000477 （株）ハツダ設備 代表取締役 初田　功一 久留米市東合川８－４－７ 848 C 1 一般 市内

管 017130269 （株）信栄冷機工業 代表取締役 堤　義裕 久留米市梅満町１１６７ 841 C 1 特定 市内

管 017170382 東洋設備（有） 代表取締役 福江　由美子 久留米市梅満町１５８１－１ 838 C 1 特定 市内

管 016110829 三陽ガステック（株） 代表取締役 古賀　孝司 久留米市国分町１４３０－１３ 827 C 1 特定 市内

管 013190567 （株）吉川製作所 代表取締役 吉川　克寿 久留米市高良内町字池田１９－２ 820 C 1 特定 市内

管 014260224 （株）大成 代表取締役 今村　賢一 久留米市高良内町１０７４－３ 812 C 2 一般 市内

管 040000237 （有）光設備工業 代表取締役 中野　一彦 久留米市善導寺町飯田７８３－２ 809 C 2 一般 市内

管 018090148 協栄住設工業（株） 代表取締役 樋口　文孝 久留米市安武町安武本１６８３－１ 806 C 1 特定 市内

管 015080479 （株）平山工務店 代表取締役 今村　重利 久留米市合川町１５４１－３ 800 C 1 特定 市内

管 015080823 （株）レイダン 代表取締役 田中　一成 久留米市東合川新町７－１２ 795 C 1 一般 市内

管 040000606 （有）エース工業 代表取締役 相田　祐二 久留米市安武町安武本２７２９－７ 790 C 1 一般 市内
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管 014240603 藤吉設備（株） 代表取締役 藤吉　昭二 久留米市荒木町荒木１９８１－２ 790 C 1 一般 市内

管 040002794 共立エンジニアリング（株） 代表取締役 矢加部　勝徳 久留米市山川追分１－４－２４ 787 C 1 一般 市内

管 018090230 （株）坂田ガス住設 代表取締役 坂田　博輝 久留米市東櫛原町２８３ 784 C 1 特定 市内

管 040002057 （有）二又設備商会 代表取締役 堀内　康巳 久留米市田主丸町牧１４－６ 783 C 1 一般 市内

管 040000823 （株）太田工務店 代表取締役 太田　喜吉 久留米市善導寺町飯田３６４－３ 780 C 3 特定 市内

管 040002371 （株）中園土木 代表取締役 中園　秀男 久留米市城島町浜５４１－１ 769 C 3 一般 市内

管 016110484 （有）福沢住宅設備 代表取締役 福澤　大 久留米市山川神代３－２３３５－３ 762 C 1 一般 市内

管 040002408 （株）今村隆次商店 代表取締役 今村　省太郎 久留米市城島町城島３２－５ 760 C 2 特定 市内

管 040000001 （株）国益 代表取締役 山下　知千 久留米市野中町１４０－１５ 756 C 2 一般 市内

管 040000018 植田管工設備（株） 代表取締役 内田　締男 久留米市南４－２９－２２ 754 C 1 一般 市内

管 016110342 第三設備工業（株） 代表取締役 日高　崇公 久留米市諏訪野町１８５０－１ 754 C 1 一般 市内

管 040002275 （株）太陽インフラテック九州 代表取締役 廣重　弘樹 久留米市善導寺町飯田８６２ー３ 742 C 1 一般 市内

管 040005179 （株）みずおと 代表取締役 緒方　次男 久留米市上津１－２９－３２－１ 742 C 1 一般 市内

管 040002628 （株）中島設備 代表取締役 中島　知倫 久留米市三潴町草場２６２－９ 733 C 1 一般 市内

管 040002392 （株）森山 代表取締役 森山　泰吉 久留米市三潴町清松４２－５ 729 C 1 一般 市内

管 040002288 （有）尾形設備 代表取締役 尾形　昌英 久留米市三潴町西牟田４４－５ 725 C 2 一般 市内

管 040002624 （有）ＳＴ工業 代表取締役 小川　譲治 久留米市青峰１－９－７ 721 C 1 一般 市内

管 040001256 （株）筑水工業 代表取締役 笹隈　清高 久留米市三潴町田川１２５４番地１ 720 C 2 一般 市内

管 015180091 （株）大久保建設 代表取締役 大久保　周礎 久留米市御井町２４３６－７ 718 C 3 特定 市内

管 040002844 九州ビルサービス（株） 代表取締役 古村　勝 久留米市梅満町高海１６５０－１１ 713 C 1 一般 市内

管 014260306 （株）テクノ大地 代表取締役 高木　正邦 久留米市大善寺町夜明１０２３ 711 C 2 一般 市内

管 017170512 （有）松雪重設 代表取締役 松雪　恒信 久留米市梅満町１６３８－１ 702 C 1 一般 市内

管 016200451 （株）橋爪土木 代表取締役 山下　達雄 久留米市国分町８２８－４ 700 C 3 一般 市内
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管 040001299 （株）スイメイ 久留米支店 久留米支店長 田中　佑樹 久留米市三潴町清松２６４－１ 699 C 1 一般 準市内

管 040000397 吉原住設 代表者 吉原　勇 久留米市白山町３７１－８ 692 C 1 一般 市内

管 040002916 （有）藤本商事 代表取締役 藤本　公明 久留米市城島町内野５６－２ 684 C 2 一般 市内

管 040002710 江渕設備（株） 代表取締役 大坪　誠 久留米市国分町１１７２－５ 679 C 2 一般 市内

管 040002004 （有）興英 代表取締役 永田　工 久留米市田主丸町野田１５６４－１ 671 C 1 一般 市内

管 040002062 福嶋設備 代表者 福嶋　廣之 久留米市田主丸町殖木２５４－１４ 660 C 1 一般 市内

管 040002362 （株）シゲマツ 代表取締役 重松　誠 久留米市城島町西青木７３９ 656 C 3 一般 市内

管 014240043 （株）井上工業 代表取締役 井上　智香 久留米市荒木町白口２３９８－１ 651 C 3 一般 市内

管 016210362 （株）中央建設工業 代表取締役 大久保　知子 久留米市御井町２４３６－１ 648 C 2 一般 市内

管 040002210 ベスト技研（有） 代表取締役 中園　勝利 久留米市北野町中４７７－１８ 648 C 1 一般 市内

管 040002613 （株）久栄工業 代表取締役 笹隈　さゆり 久留米市国分町７２５－１ 645 C 2 一般 市内

管 040000012 正和電機（株） 代表取締役 松田　勉 久留米市東合川６－３－１３ 641 C 2 一般 市内

管 040002426 塚本商店 事業主 塚本　正紀 久留米市城島町城島２４３ 633 C 2 一般 市内

管 016110742 （株）中村商会 代表取締役 中村　司 久留米市国分町１４１５－４ 630 C 2 一般 市内

管 014240574 （有）リバブル 代表取締役 永田　浩章 久留米市荒木町荒木５４９－１４ 629 C 1 一般 市内

管 040002753 （株）創英技建 代表取締役 近藤　晃 久留米市山川神代１－６－１５ 623 C 3 一般 市内

管 040005209 （株）今泉設備 代表取締役 今泉　浩二 久留米市城島町浮島７８６－３ 622 C 1 一般 市内

管 040002395 ダイカン工業（有） 取締役 後藤　裕也 久留米市三潴町高三潴１４２６－２くりあビル２Ｆ 618 C 2 一般 市内

管 040002871 久留米市ガス器具販売（協） 代表理事 末永　哲也 久留米市合川町１４８８－８ 615 C 1 一般 市内

管 040002409 （有）ナカシマ建設 取締役 中島　浩海 久留米市城島町芦塚８９１－３ 613 C 2 一般 市内

管 040002943 喜多電設（株） 代表取締役 喜多　雄二 久留米市城島町下青木１３０５－１ 605 C 2 一般 市内

管 040005202 渡辺プロパンガス（株） 代表取締役 渡辺　精一 久留米市野中町１２８８ 604 C 1 一般 市内

管 040005052 マルショウ（株） 代表取締役 今村　孝子 久留米市城島町城島２７－２ 586 C 2 一般 市内
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管 015180666 （株）吉満工業 代表取締役 吉川　凌子 久留米市御井旗崎２－１１－６ 583 C 1 一般 市内

管 040005217 （株）ミライ 代表取締役 尾形　信之 久留米市三潴町西牟田４４－３ 579 C 1 一般 市内

管 040001096 中野設備 代表者 中野　ユキ子 久留米市高良内町２０８－１ 577 C 2 一般 市内

管 040002671 （株）和水住設 代表取締役 中園　誠二 久留米市三潴町清松２４９－３ 569 C 1 一般 市内

管 040002480 大喜商会 代表者 津田　喜道 久留米市本山１－１７－３９ 550 C 1 一般 市内

管 040005254 （株）Ｔ－Ｔｅｃｈ 代表取締役 松尾　卓也 久留米市国分町１００５ー１ 540 C 1 一般 市内

管 040005291 （株）クリアコーポレーション 代表取締役 緒方　賢一郎 久留米市荒木町藤田１２２６－１７ 456 C 1 一般 市内

タ 012060812 黒岩産業（株） 代表取締役 黒岩　祐司 久留米市宮ノ陣町大杜５４９－１ 681  3 一般 市内

タ 040002823 （株）建楽 代表取締役 若林　由美 久留米市山川安居野３－３－３ 587  3 一般 市内

タ 017170205 コクブ産業（株） 代表取締役 國分　信徳 久留米市津福本町２３２０－１６ 555  2 一般 市内

鋼 040000024 （株）ニチゾウテック 久留米事業所 久留米事業所長 吉村　政浩 久留米市城島町江上本１２９３－２ 1146  2 特定 準市内

鋼 040000746 （株）豊国エンジニアリング 九州営業所 所長 釘崎　勇二 久留米市東合川新町１１－２８ 1054  1 特定 準市内

鋼 012060136 （株）木村建設運輸 代表取締役 木村　忠昭 久留米市宮ノ陣５－２１－２７ 753  3 一般 市内

鋼 040000683 （株）小川製作所 代表取締役 小川　朗 久留米市白山町５５９ 730  1 一般 市内

鋼 040002065 （資）中野商会 代表社員 中野　節子 久留米市田主丸町以真恵２５４－２ 638  2 一般 市内

鋼 030000082 （有）プレイグランドプロジェクト 代表取締役 牛嶋　均 久留米市田主丸町竹野１５６３ 566  2 一般 市内

ほ装 020001077 （株）スポーツテクノ和広 九州支店 取締役支店長 野見山　竜一 久留米市東合川１－５－２７ 1162 A 2 特定 準市内

ほ装 013220075 （株）永幸建設 代表取締役 古賀　大貴 久留米市藤山町１－１ 1017 A 2 特定 市内

ほ装 018140190 建武工業（株） 代表取締役 古賀　泰弘 久留米市山川町１６４３－７ 1017 A 2 特定 市内

ほ装 013220580 （株）渡辺道路 代表取締役 笠　利幸 久留米市藤山町５０９－１ 985 A 1 特定 市内

ほ装 011020830 久留米アスコン（株） 代表取締役 小田澤　淳 久留米市善導寺町木塚２９４－１ 958 A 1 特定 市内

ほ装 012030458 濱崎建設（株） 代表取締役 濱崎　邦彦 久留米市宮ノ陣６－２７－１６ 901 A 2 特定 市内

ほ装 017230246 三陽建設（有） 代表取締役 稲吉　規孝 久留米市津福本町４８１－３ 899 A 2 特定 市内
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ほ装 014240385 （株）時里組 代表取締役 時里　功 久留米市荒木町今２２２－１ 886 A 3 特定 市内

ほ装 030001878 （株）郷原組 代表取締役 郷原　恭彦 久留米市田主丸町志塚島４４１－１ 873 A 2 特定 市内

ほ装 014260067 （株）内野組 代表取締役 内野　宗重 久留米市大善寺町夜明１０５２ 872 A 2 特定 市内

ほ装 040002525 （株）柿木コーポレーション 代表取締役 柿木　正治 久留米市三潴町生岩３８８－１ 868 A 1 一般 市内

ほ装 018150508 （株）松隈工務店 代表取締役 柄本　正雄 久留米市縄手町３６４ 866 A 1 一般 市内

ほ装 014240389 友野建設（株） 代表取締役 友野　カツ子 久留米市荒木町荒木１３４８－２ 865 A 3 特定 市内

ほ装 040002442 （株）大信舗道 代表取締役 起田　三志 久留米市城島町楢津４３９－２ 858 A 1 一般 市内

ほ装 018090578 脇建設（株） 代表取締役 脇　昭子 久留米市東櫛原町２０４４ 857 A 1 特定 市内

ほ装 017230141 九州環境建設（株） 代表取締役社長 福山　正太 久留米市津福本町１６４９－５１ 852 A 2 特定 市内

ほ装 015080304 （株）高木組 代表取締役 高木　大蔵 久留米市合川町１５６－８ 844 A 3 特定 市内

ほ装 011030549 山一建設工業（株） 代表取締役 後藤　慎太郎 久留米市草野町吉木２５０５－１ 841 A 2 特定 市内

ほ装 016200107 尾花建設（株） 代表取締役 友野　啓二 久留米市山川神代１－４－３ 839 A 3 特定 市内

ほ装 016200575 笠俊建設（株） 代表取締役 笠　善充 久留米市国分町１３２３－１ 837 A 2 特定 市内

ほ装 015180114 （株）加月組 代表取締役 加月　隆一 久留米市御井町打越１９７３－１ 836 A 2 特定 市内

ほ装 040002002 （株）田主丸舗道 代表取締役 郷原　伸子 久留米市田主丸町志塚島５５１ 833 A 1 一般 市内

ほ装 040002668 （株）中山建設 代表取締役 中山　郡敏 久留米市善導寺町木塚１１０－４ 833 A 1 一般 市内

ほ装 011020470 （株）久富組 代表取締役 河口　涼介 久留米市善導寺町与田２６０ 830 A 2 特定 市内

ほ装 015050305 高木建設建材（株） 代表取締役 高木　幸一郎 久留米市太郎原町１５３９ 819 A 1 一般 市内

ほ装 014250036 （株）石橋組 代表取締役社長 出口　信行 久留米市荒木町荒木１９６１－１４ 818 A 1 特定 市内

ほ装 040000028 北野通信工業（株） 代表取締役 猪口　安子 久留米市北野町陣屋５１０－１１ 818 A 2 特定 市内

ほ装 040002197 （株）新堀組 代表取締役社長 新堀　優作 久留米市北野町今山９０６－３ 813 A 2 特定 市内

ほ装 011040368 堤土木（株） 代表取締役 堤　伸一 久留米市山本町耳納１６７８－４ 810 A 2 特定 市内

ほ装 015080239 （株）佐田土木 代表取締役 佐田　茂人 久留米市東合川９－１６－５０ 806 A 3 特定 市内
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ほ装 030000596 （株）辻組 代表取締役 辻　健太郎 久留米市三潴町早津崎８１２ 801 A 3 特定 市内

ほ装 013220176 信成建設（有） 代表取締役 中村　信彦 久留米市藤山町１０２２ 796 A 2 特定 市内

ほ装 040002417 （株）中村建材工業 代表取締役 中村　哲郎 久留米市城島町楢津４７３ 795 A 2 特定 市内

ほ装 040000516 修・コーポレーション 代表者 脇　修輔 久留米市梅満町４３５－１ 794 A 1 一般 市内

ほ装 040002295 （株）フジクロ 代表取締役 中島　崇 久留米市城島町城島５２－１ 791 A 2 特定 市内

ほ装 018100463 半田建設（株） 代表取締役 半田　利通 久留米市日ノ出町１００ 784 A 3 特定 市内

ほ装 011020518 三貴松建設（株） 代表取締役 小屋松　義昭 久留米市善導寺町木塚１３３２－３ 775 A 2 一般 市内

ほ装 014260069 （株）内建 代表取締役 内野　博文 久留米市大善寺南２－２－１５ 771 A 2 特定 市内

ほ装 040002278 （株）タカアキコーポレーション 代表取締役 田中　竜二 久留米市三潴町高三潴９１３－１ 768 A 3 特定 市内

ほ装 040005034 （株）ディーエーケー工業 代表取締役 大坪　英樹 久留米市津福本町４８１－３ 768 A 1 一般 市内

ほ装 018100117 金子建設（株） 代表取締役 金子　泰大 久留米市東櫛原町４８７ 766 A 2 特定 市内

ほ装 040005211 日本ディックライト（株） 久留米支店 支店長 大道　登彦 久留米市城南町１２－２６ 766 A 3 一般 準市内

ほ装 014260539 （株）毛利土建 代表取締役 毛利　一成 久留米市大善寺町夜明４１４ 760 A 2 特定 市内

ほ装 013220492 藤山庭園 代表者 中尾　信昭 久留米市藤山町８４２－１ 758 A 3 一般 市内

ほ装 015080315 （有）高弘建設 代表取締役 高田　義幸 久留米市合川町１１３６－１ 757 A 2 特定 市内

ほ装 013220533 （有）宮本組 代表取締役 前田　邦秀 久留米市上津町字向野２２２８－１１３８ 754 A 1 一般 市内

ほ装 040002054 （株）筑邦組 代表取締役 保坂　郁子 久留米市田主丸町恵利８３９－１ 749 A 2 一般 市内

ほ装 040005123 （株）エイコウ 代表取締役 高尾　摩耶 久留米市藤山町８４－１ 748 A 1 一般 市内

ほ装 040000864 光安建設（株） 代表取締役 光安　昭典 久留米市北野町赤司１８５８ 747 A 3 特定 市内

ほ装 040002567 （株）ユニ企画 代表取締役 行徳　八重子 久留米市田主丸町常盤７５６－１ 743 A 1 一般 市内

ほ装 015180039 伊東建設（株） 代表取締役 伊東　博史 久留米市高良内町１６７５－１ 738 A 2 特定 市内

ほ装 013190090 （株）大石土木 代表取締役 大石　英隆 久留米市高良内町４２２ 737 A 3 特定 市内

ほ装 040000276 （株）ユニテック 代表取締役 橋本　秀文 久留米市山川追分１－５－１ 734 A 3 一般 市内
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ほ装 012060323 タツミ建設（株） 代表取締役 本山　英治 久留米市宮ノ陣町八丁島１５０－２ 730 A 3 特定 市内

ほ装 014240250 （株）執行組 代表取締役 執行　健次 久留米市荒木町下荒木９０７－３ 726 A 2 一般 市内

ほ装 012060464 半田工業（株） 代表取締役 半田　清 久留米市宮ノ陣２－５－５ 723 A 3 一般 市内

ほ装 040000509 梓建設（株） 代表取締役 山本　冠也 久留米市田主丸町石垣６７５－１ 719 B 2 特定 市内

ほ装 040002211 （有）秋山建設 代表取締役 秋山　金義 久留米市北野町八重亀３９４－１ 718 B 2 一般 市内

ほ装 011020568 （有）久大建設 代表取締役 平井　孝 久留米市田主丸町石垣６７５－６ 712 B 3 一般 市内

ほ装 040002413 （株）田中建設 代表取締役 田中　仁 久留米市城島町江上上２８１－１ 711 B 3 一般 市内

ほ装 040002033 （有）田中通信建設 代表取締役 田中　昭浩 久留米市田主丸町田主丸６１－２ 711 B 2 特定 市内

ほ装 040002634 （株）山本建設建材 久留米支店 支店長 南　律子 久留米市北野町中川１４６ 707 B 3 特定 準市内

ほ装 040002201 （有）稲吉建設工業 代表取締役 稲吉　静次 久留米市北野町千代島８１６－２６ 705 B 3 一般 市内

ほ装 040002190 （有）中知建設 代表取締役 中知　貞治 久留米市北野町稲数１６ 703 B 3 一般 市内

ほ装 040005222 （株）Ｍ・カンパニー 代表取締役 豊福　千代子 久留米市北野町中３１１２－５ 698 B 2 特定 市内

ほ装 015050392 （株）豊福土木 代表取締役 豊福　光政 久留米市山川野口町１１－１９ 695 B 3 一般 市内

ほ装 014250829 末安組 代表者 末安　幸隆 久留米市安武町安武本２０６３－１ 693 B 2 一般 市内

ほ装 040002897 （株）マルケン 代表取締役 丸山　豊子 久留米市上津町９４－２ 691 B 3 一般 市内

ほ装 016110100 （有）岡組 代表取締役 岡　由美子 久留米市西町１０４４－１２ 687 B 3 一般 市内

ほ装 040005262 （株）アステック 代表取締役 鬼塚　順一 久留米市山川町９４５－２ 677 B 1 一般 市内

ほ装 040002780 （株）ハシモトＣＳ 代表取締役 橋本　昇 久留米市北野町十郎丸１５２１－３ 677 B 2 一般 市内

ほ装 015050038 井手建設（株） 代表取締役 井手　保次 久留米市山川野口町１－４４ 676 B 3 特定 市内

ほ装 040000412 （有）原武建設 代表取締役 原武　司朗 久留米市瀬下町３４７ 675 B 2 一般 市内

ほ装 040002931 ＧＯコーポレーション 代表者 林下　剛 久留米市安武町武島１１６９－５ 673 B 1 一般 市内

ほ装 011020736 東豊建設 代表者 田中　良 久留米市善導寺町飯田３９８－１ 672 B 3 一般 市内

ほ装 013220655 （株）豊栄工業 代表取締役 川原　恵介 久留米市上津町２３８５－２６ 667 B 3 特定 市内
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ほ装 040000569 原建設建材（株） 代表取締役 原　泰則 久留米市善導寺町飯田１５７９－１ 664 B 3 一般 市内

ほ装 040005033 （株）益建 代表取締役 江﨑　孝 久留米市三潴町西牟田６４４２－１ 655 B 1 一般 市内

ほ装 040002212 日之出産業（株） 代表取締役 山下　英孝 久留米市北野町八重亀５５９－３ 654 B 3 特定 市内

ほ装 040000567 荒木開発工業 代表者 荒木　善輝 久留米市原古賀町２１－１９ 649 B 2 一般 市内

ほ装 040000753 （株）久留米道路施設 代表取締役 浅田　実弦 久留米市野中町１２１－２ 645 B 3 一般 市内

ほ装 040002549 かっぱ土木 代表者 田中　文浩 久留米市田主丸町野田７３６ 627 B 3 一般 市内

ほ装 040002610 （有）佐建 代表取締役 佐田　智恵 久留米市宮ノ陣町若松１３４１－１ 618 B 2 一般 市内

ほ装 040005014 （有）大河開発 取締役 平田　正明 久留米市安武町武島６９６－８ 606 B 3 特定 市内

ほ装 040005238 ＢＩＫＥＮＷＯＲＫＳ（株） 代表取締役 高野　美穂 久留米市篠山町２５１－５ 597 B 3 一般 市内

ほ装 040002409 （有）ナカシマ建設 取締役 中島　浩海 久留米市城島町芦塚８９１－３ 595 B 3 一般 市内

ほ装 040005128 （有）船津建材運送 代表取締役 船津　常夫 久留米市安武町住吉１６３２ 560 B 2 一般 市内

ほ装 040005157 （株）共栄設備 代表取締役 西見　典道 久留米市田主丸町田主丸１０７７－１４ 551 B 3 一般 市内

ほ装 040005204 （株）花岡設備 代表取締役 花岡　秀典 久留米市山本町豊田４９－２ 548 B 3 一般 市内

ほ装 015050561 弓削建設 代表者 弓削　龍彦 久留米市山川追分２－６－４６ 548 B 3 一般 市内

ほ装 040001253 （株）ナンチク 代表取締役 堤　一治 久留米市東櫛原町１４６９－１０ 545 B 2 一般 市内

ほ装 040002807 （株）聖コーポレーション 代表取締役 塩崎　由紀子 久留米市三潴町高三潴９１３－１ 534 B 2 一般 市内

ほ装 040005269 （株）緑修グリーン 代表取締役 大熊　修平 久留米市田主丸町長栖１９１４－１ 531 B 3 一般 市内

ほ装 040002659 （有）八興土木 代表取締役 池田　博一 久留米市高良内町３１６８－４ 530 B 3 一般 市内

ほ装 040005309 （株）技建高山 代表取締役 高山　智昭 久留米市田主丸町以真恵２９７－３ 479 B 3 一般 市内

ほ装 040002987 （株）明邦 代表取締役 小堀　祥子 久留米市宮ノ陣町大杜１８８ 421 B 1 一般 市内

ほ装 040005312 吉田建設（株） 代表取締役 吉田　健介 久留米市三潴町玉満３５７０－１ 285 B 2 一般 市内

ほ装 040005318 （株）ＧＲＡＦ 代表取締役 西口　博樹 久留米市合川町１７２０―７ 283 B 3 一般 市内

浚渫 040000593 共栄環境開発（株） 久留米支店 支店長 下田　誠実 久留米市東合川干出町２－１ 858  1 一般 準市内
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浚渫 018090708 （株）西鉄グリーン土木 久留米事業所 所長 矢野　康弘 久留米市東櫛原町８１ー４ 834  2 特定 準市内

浚渫 013220176 信成建設（有） 代表取締役 中村　信彦 久留米市藤山町１０２２ 821  3 一般 市内

浚渫 013220444 （有）野田総業 代表取締役 野田　博 久留米市藤山町１８７３－６ 762  2 一般 市内

浚渫 017170630 （株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町２３００－１０ 741  3 一般 市内

浚渫 040002413 （株）田中建設 代表取締役 田中　仁 久留米市城島町江上上２８１－１ 697  2 一般 市内

浚渫 013220397 （株）中尾建材工業 代表取締役 中尾　孝子 久留米市藤山町長浦６７３ 614  2 特定 市内

浚渫 040005033 （株）益建 代表取締役 江﨑　孝 久留米市三潴町西牟田６４４２－１ 573  3 一般 市内

浚渫 040005312 吉田建設（株） 代表取締役 吉田　健介 久留米市三潴町玉満３５７０－１ 297  3 一般 市内

板金 018160234 迫田板金工業（株） 代表取締役 迫田　浩嗣 久留米市長門石２－２－１ 719  2 一般 市内

板金 040002504 （株）天慶 代表取締役 堺　斗司郎 久留米市東合川１－９－１２ 685  2 一般 市内

板金 040002530 （有）秋吉板金工業 代表取締役 秋吉　義明 久留米市三潴町高三潴１１５５－４ 622  2 一般 市内

ガ 018090119 亀屋硝子（株） 代表取締役 堤　清一 久留米市通町１０８－７ 828  1 一般 市内

ガ 017230348 大丸硝子（株） 代表取締役 田中　廣 久留米市津福今町字新堀２２６－５ 801  2 一般 市内

ガ 014260557 山田工業（株） 代表取締役 井口　照美 久留米市大善寺町宮本６２１ 789  2 一般 市内

塗装 040005211 日本ディックライト（株） 久留米支店 支店長 大道　登彦 久留米市城南町１２－２６ 959 A 2 一般 準市内

塗装 030000925 双葉工業（株） 久留米支店 支店長 高倉　政代 久留米市藤山町１５３９ー１ 881 A 2 特定 準市内

塗装 017230441 野口研塗（株） 代表取締役 野口　達也 久留米市津福今町２１４－２ 874 A 1 一般 市内

塗装 030000787 日本エスエム（株） 久留米営業所 所長 中野　敏明 久留米市御井町１９６７－１　Ａ１０２ 867 A 2 特定 準市内

塗装 040000999 秋山塗装店 代表 秋山　久敏 久留米市高良内町１１７－２ 840 A 1 一般 市内

塗装 018100684 井手塗装（株） 代表取締役 高松　雄史 久留米市東櫛原町４４５－２ 833 A 1 一般 市内

塗装 018150217 コモダ塗装（株） 代表取締役 菰田　洋一 久留米市瀬下町３９５－１ 832 A 1 一般 市内

塗装 030000461 （株）西部保安 久留米支店 支店長 奥畑　秀治 久留米市北野町中３０７９－２ 830 A 2 一般 準市内

塗装 013190040 （株）いとう工房 代表取締役 伊藤　督一 久留米市高良内町４５９６－２２ 817 A 2 一般 市内
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塗装 040000717 （株）いのうえ塗装店 代表取締役 井上　善文 久留米市高良内町１５７－１０ 817 A 1 一般 市内

塗装 012060547 （有）柳塗装店 代表取締役 柳　清幸 久留米市宮ノ陣４－４８－３３ 815 A 1 一般 市内

塗装 015180078 （株）えがみ塗装 代表取締役 江上　嘉隆 久留米市御井朝妻１－１－１３ 796 A 1 一般 市内

塗装 017230055 岩橋塗装工業（株） 代表取締役 岩橋　栄司 久留米市津福本町１１２５－１３ 792 A 1 一般 市内

塗装 040001250 （有）リパイド 代表取締役 副島　龍輔 久留米市藤山町１６６４－６１ 791 A 1 一般 市内

塗装 040002591 寺崎工業（株） 代表取締役 寺崎　光 久留米市山本町豊田１１４９－１ 789 A 2 一般 市内

塗装 040005040 （株）Ｈ＆Ｙ 代表取締役 福川　祥史 久留米市梅満町４８－１ 786 A 1 一般 市内

塗装 040000808 （株）マツダペイント 代表取締役 松田　孝則 久留米市宮ノ陣２－２－１０ 777 A 1 一般 市内

塗装 040002850 （有）馬場産業 久留米営業所 営業所長 田中　耕二 久留米市合川町１６４５－３－１０２ 776 A 2 一般 準市内

塗装 040000985 （有）コクト装業 代表取締役 黒木　恵 久留米市東合川町１８３－１ 774 A 1 一般 市内

塗装 030001165 （株）ダイシ 久留米営業所 所長 中垣　勝征 久留米市北野町中川２２８０ー４ー１０３ 774 A 2 一般 準市内

塗装 013220537 ムライケミカルパック（株） 代表取締役 村井　正隆 久留米市藤山町６９６－５ 766 A 1 特定 市内

塗装 040005267 （株）九州心塗 代表取締役 岡畑　健太 久留米市山川追分１－５－１６ 746 A 1 一般 市内

塗装 040000526 ティー・ツー（株） 代表取締役 石川　達郎 久留米市国分町１９８７－１２ 746 A 2 特定 市内

塗装 040000810 （有）小田村塗建工業 取締役 小田村　知典 久留米市藤山町１００－１ 745 A 1 一般 市内

塗装 040002040 福島建設（株） 代表取締役 福島　良朗 久留米市田主丸町石垣６５１－３ 741 A 2 特定 市内

塗装 040002762 （株）ナカガワ 代表取締役 中川　満徳 久留米市東合川４－３－２６ 740 A 2 特定 市内

塗装 011020041 （株）伊藤塗装店 代表取締役 伊藤　靖広 久留米市善導寺町飯田３５１－１ 735 A 1 一般 市内

塗装 015080752 ホゼン（株） 久留米営業所 所長 美濃部　幹雄 久留米市東合川４ー４ー８ 727 A 2 一般 準市内

塗装 018100683 （有）白水塗装店 代表取締役 白水　誠二 久留米市日ノ出町３７－１ 726 A 2 一般 市内

塗装 040000462 松尾塗装（株） 代表取締役 松尾　義隆 久留米市山本町耳納８７－１ 723 A 1 一般 市内

塗装 040002691 ＩＮＡＭＡＳＵ 代表 稲益　正則 久留米市東合川４－８－１１ 711 A 2 一般 市内

塗装 040000753 （株）久留米道路施設 代表取締役 浅田　実弦 久留米市野中町１２１－２ 711 A 2 一般 市内
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塗装 017130283 西友建装（株） 代表取締役 大久保　龍二 久留米市原古賀町２５－１１ 704 A 1 一般 市内

塗装 040002958 （株）セレクト 久留米営業所 営業所長 松本　義浩 久留米市荒木町白口１７５７ー３ 703 A 2 一般 準市内

塗装 040002657 （株）開発工業 久留米営業所 営業所長 徳永　隆 久留米市草野町草野４３２－１ 702 A 2 一般 準市内

塗装 040001275 中村塗装 代表 中村　勝志 久留米市山本町豊田２４２０－３ 702 A 1 一般 市内

塗装 018120236 （有）佐々木工務店 代表取締役 太田　實 久留米市六ツ門町１９－１０ 698 A 3 一般 市内

塗装 040002985 今村塗装（株） 代表取締役 今村　誠 久留米市国分町１９８７－１ 688 A 1 一般 市内

塗装 040000506 （有）ハヤシ・プロップ 代表取締役 林　力 久留米市上津町１３８６－１５５ 688 A 2 一般 市内

塗装 040005004 （株）プロテクノ 代表取締役 鶴田　泰司 久留米市国分町３４ー１１ 679 A 2 一般 市内

塗装 040002513 （有）アステック福岡 代表取締役 田中　和廣 久留米市藤光町９８６－９ 677 A 3 一般 市内

塗装 040002647 （有）吉村防水工業 代表取締役 吉村　幸信 久留米市大善寺町宮本１０７－３２ 671 A 2 一般 市内

塗装 040005238 ＢＩＫＥＮＷＯＲＫＳ（株） 代表取締役 高野　美穂 久留米市篠山町２５１－５ 664 B 2 一般 市内

塗装 012060155 （株）草場塗装 代表取締役 草場　晃 久留米市宮ノ陣１－８－２ 661 B 2 一般 市内

塗装 011010197 （有）古賀建設 代表取締役 古賀　靖司 久留米市大橋町常持１０４９－１ 661 B 2 一般 市内

塗装 040002692 安冨工業 代表者 安冨　隆文 久留米市御井旗崎３－６－２７ 657 B 2 一般 市内

塗装 040002893 （株）誠和興建 代表取締役 末次　幸子 久留米市善導寺町木塚１４７８－１２ 653 B 2 一般 市内

塗装 017170137 （有）木元産業 代表取締役 木元　たち子 久留米市梅満町４３６－７ 647 B 2 一般 市内

塗装 018090119 亀屋硝子（株） 代表取締役 堤　清一 久留米市通町１０８－７ 643 B 3 一般 市内

塗装 040005141 （有）ダイヤモンド久留米 代表取締役 中村　功基 久留米市西町５７５－２ 636 B 2 一般 市内

塗装 040002633 （株）オガタ塗装工業 代表取締役 尾形　英二 久留米市大善寺町宮本４２８－８ 635 B 1 一般 市内

塗装 040002861 三原防水 代表 三原　力 久留米市本町６－１６３ 628 B 2 一般 市内

塗装 016200386 （有）徳栄産業 取締役 倉冨　誓子 久留米市国分町３９－６ 623 B 2 一般 市内

塗装 040002582 鹿毛塗装 代表 鹿毛　克彦 久留米市大橋町蜷川１４８０ 613 B 1 一般 市内

塗装 040005140 日進塗装 事業主 鶴　大輔 久留米市高良内町６９１－７ 609 B 1 一般 市内
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塗装 040002758 （有）アイ・スタジオ 代表取締役 井上　浩文 久留米市三潴町西牟田６５５０－８ 589 B 1 一般 市内

塗装 040000991 （株）貴重企画 代表取締役 小犬丸　信 久留米市合川町１１５６ 579 B 3 特定 市内

塗装 040001065 （有）ブリング 取締役 馬越脇　俊二 久留米市国分町１３４３－１７ 573 B 2 一般 市内

塗装 040005270 青峰建塗 代表者 古賀　勝弥 久留米市高良内町３５０５－３ 561 B 1 一般 市内

塗装 040005214 山下塗装 事業主 山下　勇 久留米市藤光町１８１－３ 493 B 1 一般 市内

塗装 040002972 友田塗装 事業主 友田　慎一 久留米市南１－１５－１１－１ 486 B 1 一般 市内

塗装 040005119 （株）　Ｈｏｍｅ　Ｅｓｔａｔｅ　Ａｏｉ 代表取締役 田中　忠徳 久留米市諏訪野町１６３４－９ 476 B 1 一般 市内

防水 014240646 （株）キューボウ 代表取締役 尾関　美知 久留米市合川町４２２－１８ 972  2 特定 市内

防水 040002647 （有）吉村防水工業 代表取締役 吉村　幸信 久留米市大善寺町宮本１０７－３２ 798  1 一般 市内

防水 030001838 （株）行徳建設 代表取締役 行徳　貴 久留米市田主丸町常盤７４８－１ 773  3 特定 市内

防水 040005004 （株）プロテクノ 代表取締役 鶴田　泰司 久留米市国分町３４ー１１ 766  1 一般 市内

防水 013190040 （株）いとう工房 代表取締役 伊藤　督一 久留米市高良内町４５９６－２２ 754  3 一般 市内

防水 017230441 野口研塗（株） 代表取締役 野口　達也 久留米市津福今町２１４－２ 746  2 一般 市内

防水 018100683 （有）白水塗装店 代表取締役 白水　誠二 久留米市日ノ出町３７－１ 744  1 一般 市内

防水 013190062 （名）上野工務店 代表社員 上野　茂喜 久留米市高良内町５１６ 736  1 一般 市内

防水 040001250 （有）リパイド 代表取締役 副島　龍輔 久留米市藤山町１６６４－６１ 734  2 一般 市内

防水 018150217 コモダ塗装（株） 代表取締役 菰田　洋一 久留米市瀬下町３９５－１ 726  2 一般 市内

防水 040002691 ＩＮＡＭＡＳＵ 代表 稲益　正則 久留米市東合川４－８－１１ 725  1 一般 市内

防水 040000526 ティー・ツー（株） 代表取締役 石川　達郎 久留米市国分町１９８７－１２ 723  3 特定 市内

防水 040002040 福島建設（株） 代表取締役 福島　良朗 久留米市田主丸町石垣６５１－３ 722  3 特定 市内

防水 040002762 （株）ナカガワ 代表取締役 中川　満徳 久留米市東合川４－３－２６ 718  3 特定 市内

防水 040002692 安冨工業 代表者 安冨　隆文 久留米市御井旗崎３－６－２７ 712  1 一般 市内

防水 016200081 九州技建（株） 代表取締役 池田　洋一 久留米市北野町石崎１２４－１ 708  3 特定 市内
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防水 040000717 （株）いのうえ塗装店 代表取締役 井上　善文 久留米市高良内町１５７－１０ 707  2 一般 市内

防水 012060547 （有）柳塗装店 代表取締役 柳　清幸 久留米市宮ノ陣４－４８－３３ 705  2 一般 市内

防水 018100684 井手塗装（株） 代表取締役 高松　雄史 久留米市東櫛原町４４５－２ 702  2 一般 市内

防水 040002861 三原防水 代表 三原　力 久留米市本町６－１６３ 702  1 一般 市内

防水 012060068 （株）内野三建設 代表取締役 内野　英雄 久留米市宮ノ陣町八丁島１３３－６ 699  2 特定 市内

防水 040000976 （株）ヤマケン 代表取締役 木納　俊秀 久留米市東合川５－１－５０ 697  1 一般 市内

防水 040000251 九建テクノス（株） 代表取締役 洲脇　良光 久留米市江戸屋敷２－５－３３ 695  1 一般 市内

防水 040002513 （有）アステック福岡 代表取締役 田中　和廣 久留米市藤光町９８６－９ 692  1 一般 市内

防水 040002856 （株）渕上技工 代表取締役 渕上　康徳 久留米市藤山町１７９７－１１ 692  1 一般 市内

防水 040000506 （有）ハヤシ・プロップ 代表取締役 林　力 久留米市上津町１３８６－１５５ 683  1 一般 市内

防水 016200386 （有）徳栄産業 取締役 倉冨　誓子 久留米市国分町３９－６ 681  1 一般 市内

防水 040000985 （有）コクト装業 代表取締役 黒木　恵 久留米市東合川町１８３－１ 678  2 一般 市内

防水 011020041 （株）伊藤塗装店 代表取締役 伊藤　靖広 久留米市善導寺町飯田３５１－１ 663  2 一般 市内

防水 012060155 （株）草場塗装 代表取締役 草場　晃 久留米市宮ノ陣１－８－２ 658  1 一般 市内

防水 040000808 （株）マツダペイント 代表取締役 松田　孝則 久留米市宮ノ陣２－２－１０ 658  2 一般 市内

防水 040000810 （有）小田村塗建工業 取締役 小田村　知典 久留米市藤山町１００－１ 657  2 一般 市内

防水 013220537 ムライケミカルパック（株） 代表取締役 村井　正隆 久留米市藤山町６９６－５ 640  3 特定 市内

防水 040001065 （有）ブリング 取締役 馬越脇　俊二 久留米市国分町１３４３－１７ 632  1 一般 市内

防水 040002733 （株）松岡左官工業 代表取締役 松岡　謙太 久留米市北野町中２３５８－１ 614  1 一般 市内

防水 040005115 田中防水工業 代表者 田中　隆一 久留米市城島町原中牟田５６０－１ 586  1 一般 市内

内装 030000382 三和シヤッター工業（株） 久留米営業所 所長 荒木　稔博 久留米市御井旗崎１－４－２２ 1466  2 一般 準市内

内装 040000849 文化シヤッター（株） 久留米営業所 所長 堤　貴浩 久留米市東合川３－１－１３ 1443  2 一般 準市内

内装 040000708 （株）シャルム建築デザイン 代表取締役 清水　明恵 久留米市高良内町２８０９－１ 770  2 特定 市内
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内装 040002641 （株）扇屋 代表取締役 中尾　昌史 久留米市東合川４－３－８ 741  1 一般 市内

内装 040005298 （株）アビックス 代表取締役 高崎　弘明 久留米市安武町安武本３３３０ー８ 734  2 一般 市内

内装 017130017 （株）麻生工務店 代表取締役 麻生　隆一 久留米市津福本町２１９ 733  3 特定 市内

内装 018120730 （株）司建装 代表取締役 村山　誠 久留米市野中町９１９－２ 718  1 一般 市内

内装 018100412 中村忠畳店 代表 中村　弘士 久留米市津福本町５２３ 711  1 一般 市内

内装 040002362 （株）シゲマツ 代表取締役 重松　誠 久留米市城島町西青木７３９ 666  2 一般 市内

内装 011020410 （有）中村製畳店 代表取締役 中村　清人 久留米市善導寺町飯田６０８ 584  1 一般 市内

内装 040000707 （株）デコール・タナカ 代表取締役 阿部　一夫 久留米市本山１－１－２８ 286  1 一般 市内

機械 040000024 （株）ニチゾウテック 久留米事業所 久留米事業所長 吉村　政浩 久留米市城島町江上本１２９３－２ 1185  1 特定 準市内

機械 040002636 福岡酸素（株） ガスエンジニアリング部 部長 立川　裕康 久留米市宮ノ陣町若松字粟ノ瀬１－７ 1046  2 特定 準市内

機械 040000746 （株）豊国エンジニアリング 九州営業所 所長 釘崎　勇二 久留米市東合川新町１１－２８ 924  2 特定 準市内

機械 017170063 （株）上野製作所 代表取締役 上野　時生 久留米市荒木町荒木１－７ 780  2 一般 市内

機械 018140126 川浪電気工事（株） 代表取締役 永野　英明 久留米市本町１２－１６ 766  2 一般 市内

機械 018140651 （株）九州栄電社 代表取締役 飯笹　学 久留米市藤光町７３５－１７ 736  2 一般 市内

機械 017130369 津福工業（株） 代表取締役社長 津福　一宏 久留米市梅満町１２０２ 730  2 一般 市内

機械 017170077 （株）栄電舎 代表取締役 飯笹　学 久留米市津福本町字南津留２３４８－８ 699  2 一般 市内

機械 040000580 渡辺鉄工（株） 代表取締役 渡辺　雅之 久留米市御井旗崎２－２５－２５ 679  1 一般 市内

機械 013190567 （株）吉川製作所 代表取締役 吉川　克寿 久留米市高良内町字池田１９－２ 656  2 一般 市内

機械 040002210 ベスト技研（有） 代表取締役 中園　勝利 久留米市北野町中４７７－１８ 655  2 一般 市内

機械 040002794 共立エンジニアリング（株） 代表取締役 矢加部　勝徳 久留米市山川追分１－４－２４ 652  2 一般 市内

機械 040000683 （株）小川製作所 代表取締役 小川　朗 久留米市白山町５５９ 640  2 一般 市内

機械 017170512 （有）松雪重設 代表取締役 松雪　恒信 久留米市梅満町１６３８－１ 638  2 一般 市内

機械 040002497 （株）オージーエイ 代表取締役 大賀　光宏 久留米市長門石１－３７４ー４ 632  3 一般 市内
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機械 030000082 （有）プレイグランドプロジェクト 代表取締役 牛嶋　均 久留米市田主丸町竹野１５６３ 620  1 一般 市内

機械 015180666 （株）吉満工業 代表取締役 吉川　凌子 久留米市御井旗崎２－１１－６ 548  3 一般 市内

電通 020000217 （株）九電工 久留米営業所 所長 三原　壮太 久留米市荒木町荒木３７４－１ 1556  2 特定 準市内

電通 040002953 大日通信工業（株） 久留米営業所 久留米営業所長 寺岡　忠春 久留米市御井旗崎４－６－７ 1097  2 特定 準市内

電通 040000869 （株）九州日立システムズ 西九州支店 支店長 南里　嘉人 久留米市中央町３７－２０ 978  1 一般 準市内

電通 015050682 （株）九州ＡＶ 代表取締役 釘崎　匡俊 久留米市山川神代１－１－６ 974  1 一般 市内

電通 030001438 （株）キューオキ 久留米営業所 所長 吉冨　正昭 久留米市城島町楢津１２７８ 892  1 特定 準市内

電通 017170063 （株）上野製作所 代表取締役 上野　時生 久留米市荒木町荒木１－７ 778  3 一般 市内

電通 015080667 （株）ナイガイ 代表取締役 古財　琢磨 久留米市東合川６－４－５２ 746  2 一般 市内

電通 018140275 （株）十八防災システム 代表取締役 田中　信幸 久留米市長門石１－３－３４ 729  2 一般 市内

電通 040001201 （株）池田電気商会 代表取締役 池田　篤史 久留米市城島町内野３３０－５ 726  2 一般 市内

電通 040002819 大栄電通（株） 代表取締役 大森　康一郎 久留米市長門石２ー２－２３ 722  1 一般 市内

電通 040005032 システムラボラトリー（株） 久留米営業所 所長 齋藤　裕典 久留米市百年公園１―１久留米リサーチセンタービル研究開発棟２Ｆ 640  1 一般 準市内

電通 040002497 （株）オージーエイ 代表取締役 大賀　光宏 久留米市長門石１－３７４ー４ 606  2 一般 市内

電通 040002601 キョウドウシステム（株） 代表取締役 石橋　悦治 久留米市小頭町１１－２ 564  1 一般 市内

造園 030000084 内山緑地建設（株） 代表取締役社長 内山　剛敏 久留米市田主丸町地徳３５５８－１ 1144 A 1 特定 市内

造園 015080303 （株）高木ガーデン 代表取締役 高木　勝洋 久留米市新合川１－８－３４ 988 A 1 特定 市内

造園 020000918 （株）藤吉園芸場 代表取締役 藤吉　泰典 久留米市上津町１４０４－３ 944 A 1 一般 市内

造園 013220492 藤山庭園 代表者 中尾　信昭 久留米市藤山町８４２－１ 942 A 1 特定 市内

造園 014240530 宮崎造園（株） 代表取締役 宮崎　靖幸 久留米市荒木町荒木１９７９－２３ 893 A 1 特定 市内

造園 017170174 （株）久留米庭苑 代表取締役 高畑　政義 久留米市津福本町９６７－２ 877 A 1 一般 市内

造園 015080314 （株）高嶋造園 代表取締役 高嶋　智久 久留米市東合川町５１４ 874 A 1 特定 市内

造園 011030450 （株）萩尾植樹園 代表取締役 萩尾　坦人 久留米市草野町矢作５４９ 868 A 1 一般 市内

　　　38 / 49 ページ



建設工事有資格者名簿（市内・準市内） 令和4年11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

造園 011040491 （有）ふじた造園 代表取締役 藤田　義光 久留米市山本町豊田６４－２ 864 A 1 一般 市内

造園 017230252 （株）執行茂寿園 代表取締役 執行　英利 久留米市津福今町２０７ 861 A 1 特定 市内

造園 040001087 （株）万代園 代表取締役 中野　武俊 久留米市田主丸町恵利４７４－１ 861 A 1 特定 市内

造園 040000758 （有）田主丸緑地建設 代表取締役 小西　金治 久留米市田主丸町常盤４６７ 851 A 1 一般 市内

造園 015080308 （株）高木新昭園 代表取締役 高木　真治 久留米市東合川町３４ 842 A 1 一般 市内

造園 040002855 佐野恵樹園（株） 代表取締役 佐野　幹法 久留米市荒木町今１７４ 832 A 1 一般 市内

造園 040002273 （有）老木園 代表取締役 江上　尚紀 久留米市三潴町田川１９８７－１ 825 A 1 一般 市内

造園 013220395 中村造園 代表者 中村　勉也 久留米市藤光町１８４ 814 A 1 一般 市内

造園 016210171 （株）クスコ 代表取締役 久冨　廣一郎 久留米市国分町１６４８－７ 813 A 3 特定 市内

造園 017130261 （有）島添産業 代表取締役 島添　勝博 久留米市山川野口町１－４６ 809 A 1 一般 市内

造園 013190541 森造園業 代表者 森　保幸 久留米市高良内町３１０４－７ 807 A 1 一般 市内

造園 014240754 渕上緑化造園 代表者 渕上　嘉欣 久留米市荒木町白口１８３６－１ 802 A 1 一般 市内

造園 017230279 （株）角養翠園 代表取締役 角　博俊 久留米市津福今町３２８－２ 798 A 1 特定 市内

造園 015180835 （有）成寿園 代表取締役 柳　壽祥 久留米市御井旗崎１－１２１７－１ 791 A 1 一般 市内

造園 013220590 （有）寿楽園 代表取締役 近藤　世士典 久留米市上津町１３２０－１－１ 784 A 1 一般 市内

造園 040002594 （株）タカヤマ 代表取締役 高山　日義 久留米市田主丸町石垣９１３－２ 784 A 1 一般 市内

造園 011010008 （有）秋永園芸 取締役 秋永　和宏 久留米市大橋町常持２３０－１ 776 A 1 特定 市内

造園 040002577 佐藤緑化 事業主 佐藤　純治 久留米市高良内町３６３７－１２ 775 A 1 一般 市内

造園 016200602 （有）滝川緑化建設 代表取締役 瀧川　壮 久留米市国分町６－７０ 761 A 1 一般 市内

造園 011010675 中村桂園 代表者 中村　茂 久留米市大橋町蜷川１１７７ 744 A 1 一般 市内

造園 013220465 （有）馬場大成園 代表取締役 馬場　慶明 久留米市上津町１２３９ 719 B 1 一般 市内

造園 010000041 （株）宮崎環境緑地 代表取締役 宮崎　直 久留米市草野町矢作１３１ 717 B 1 一般 市内

造園 030001458 （有）春秋園緑地 代表取締役 二又　寛剛 久留米市田主丸町牧１１８９ 716 B 1 一般 市内
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造園 040000003 （有）緑建システム 代表取締役 飯田　建夫 久留米市宮ノ陣６－２２－４７ 701 B 1 一般 市内

造園 040002055 （有）橋本緑園 代表取締役 橋本　公輔 久留米市田主丸町志塚島７９７ 698 B 1 一般 市内

造園 040002298 みづま造園 代表者 喜田　賢太 久留米市三潴町西牟田１６１２－１ 698 B 1 一般 市内

造園 013220051 （有）今村筑寿園 取締役 今村　達也 久留米市藤光町１７２－１ 697 B 1 一般 市内

造園 040002213 中川造園 代表 吉光　ひとみ 久留米市北野町中川８６０－７ 686 B 1 一般 市内

造園 012060288 （有）千徳造園 代表取締役 千徳　正利 久留米市北野町中３１７９－２ 675 B 2 一般 市内

造園 040002073 白水園芸 代表者 白水　政則 久留米市田主丸町恵利１１７２－６ 667 B 1 一般 市内

造園 040002063 宝樹園 代表者 菊竹　誠 久留米市田主丸町秋成８７７－２ 662 B 1 一般 市内

造園 040002516 陽春グリーン 代表 土師　芳雄 久留米市田主丸町菅原８８－１ 662 B 1 一般 市内

造園 040000294 （有）長渕緑地建設 代表取締役 長渕　真由美 久留米市田主丸町菅原５８０－２ 655 B 1 一般 市内

造園 016210121 （株）河北晃樹園 代表取締役 河北　永之 久留米市国分町１５３６－３４ 649 B 1 一般 市内

造園 040002694 秋永緑地 代表者 秋永　芳治 久留米市田主丸町以真恵９７０－８ 646 B 1 一般 市内

造園 040002385 西牟田造園 代表 下川　洋 久留米市三潴町西牟田２８－２ 640 B 1 一般 市内

造園 040002296 英樹園 代表 大津　静生 久留米市三潴町西牟田７３－１ 629 B 1 一般 市内

造園 040002056 林田愛樹園緑地建設 代表者 林田　隆一 久留米市田主丸町豊城１６２８ 627 B 1 一般 市内

造園 040002189 栽松園 事業主 高松　淳二 久留米市北野町乙丸６９ 594 B 1 一般 市内

造園 014240191 興亜緑地建設（株） 代表取締役 大久保　繁紀 久留米市安武町武島２３１７－１ 587 B 1 一般 市内

造園 040002900 千石緑建 代表 鬼木　正利 久留米市藤山町２２０－９４ 567 B 2 一般 市内

造園 040005269 （株）緑修グリーン 代表取締役 大熊　修平 久留米市田主丸町長栖１９１４－１ 567 B 1 一般 市内

造園 040005114 久留米夢庭匠　庭心 事業主 今村　正寿 久留米市山本町豊田１３８７－５ 531 B 1 一般 市内

井戸 014260306 （株）テクノ大地 代表取締役 高木　正邦 久留米市大善寺町夜明１０２３ 854  1 一般 市内

井戸 040002194 筑邦土質（株） 代表取締役 棚町　保典 久留米市北野町高良１９５５－１ 809  1 一般 市内

井戸 030000247 （株）共和テック 代表取締役 山口　輝喜 久留米市東合川３－１－１１ 697  2 一般 市内
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井戸 040001256 （株）筑水工業 代表取締役 笹隈　清高 久留米市三潴町田川１２５４番地１ 681  3 一般 市内

井戸 040000268 （株）セイコー 代表取締役 伊藤　和彦 久留米市上津町１８７４ 648  1 一般 市内

井戸 014260824 （有）大善寺開発工業 代表取締役 蒲池　軍次 久留米市大善寺町夜明１０９０－３ 644  1 一般 市内

井戸 040002062 福嶋設備 代表者 福嶋　廣之 久留米市田主丸町殖木２５４－１４ 623  2 一般 市内

建具 030000382 三和シヤッター工業（株） 久留米営業所 所長 荒木　稔博 久留米市御井旗崎１－４－２２ 1865  1 一般 準市内

建具 040000849 文化シヤッター（株） 久留米営業所 所長 堤　貴浩 久留米市東合川３－１－１３ 1696  1 一般 準市内

建具 020000136 オリエント産業（株） 久留米支店 支店長 藤井　正義 久留米市瀬下町１－１ 911  1 一般 準市内

建具 018090119 亀屋硝子（株） 代表取締役 堤　清一 久留米市通町１０８－７ 908  2 一般 市内

建具 014260557 山田工業（株） 代表取締役 井口　照美 久留米市大善寺町宮本６２１ 878  1 一般 市内

建具 017230348 大丸硝子（株） 代表取締役 田中　廣 久留米市津福今町字新堀２２６－５ 782  1 一般 市内

建具 011020042 井上アルミ工業（株） 代表取締役 井上　弘祥 久留米市善導寺町木塚２３５－５ 719  1 一般 市内

建具 018120236 （有）佐々木工務店 代表取締役 太田　實 久留米市六ツ門町１９－１０ 698  2 一般 市内

建具 013220065 （有）牛島サッシ 取締役 牛嶋　淳輔 久留米市藤山町６４０ 590  1 一般 市内

建具 017170205 コクブ産業（株） 代表取締役 國分　信徳 久留米市津福本町２３２０－１６ 526  1 一般 市内

水道 011020705 丸山管工事（株） 代表取締役 丸山　良一 久留米市善導寺町飯田１３１１－１ 952 A 2 特定 市内

水道 014260224 （株）大成 代表取締役 今村　賢一 久留米市高良内町１０７４－３ 919 A 1 特定 市内

水道 040000823 （株）太田工務店 代表取締役 太田　喜吉 久留米市善導寺町飯田３６４－３ 894 A 2 特定 市内

水道 016200107 尾花建設（株） 代表取締役 友野　啓二 久留米市山川神代１－４－３ 861 A 2 特定 市内

水道 040000276 （株）ユニテック 代表取締役 橋本　秀文 久留米市山川追分１－５－１ 854 A 1 一般 市内

水道 017130495 （有）古川工業 代表取締役 古川　賢太郎 久留米市小頭町５－２３ 849 A 1 一般 市内

水道 018150046 井樋建設（株） 代表取締役 井樋　聰枝 久留米市大石町５０７－２ 841 A 3 特定 市内

水道 040000237 （有）光設備工業 代表取締役 中野　一彦 久留米市善導寺町飯田７８３－２ 841 A 1 一般 市内

水道 013190030 （株）案納工務店 代表取締役 案納　清美 久留米市高良内町４３３７－１０ 837 A 2 特定 市内
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水道 013220075 （株）永幸建設 代表取締役 古賀　大貴 久留米市藤山町１－１ 834 A 3 特定 市内

水道 040002408 （株）今村隆次商店 代表取締役 今村　省太郎 久留米市城島町城島３２－５ 827 A 1 特定 市内

水道 016110221 （株）近藤建設 代表取締役 近藤　博和 久留米市宮ノ陣町若松１９４９－１ 825 A 2 特定 市内

水道 011030549 山一建設工業（株） 代表取締役 後藤　慎太郎 久留米市草野町吉木２５０５－１ 822 A 3 特定 市内

水道 014260067 （株）内野組 代表取締役 内野　宗重 久留米市大善寺町夜明１０５２ 817 A 3 特定 市内

水道 040002897 （株）マルケン 代表取締役 丸山　豊子 久留米市上津町９４－２ 817 A 1 一般 市内

水道 015180114 （株）加月組 代表取締役 加月　隆一 久留米市御井町打越１９７３－１ 812 A 3 特定 市内

水道 020000066 （株）一新工業 久留米支店 支店長 土屋　賢治 久留米市梅満町三ノ江１５６７ 811 A 1 一般 準市内

水道 040002885 （株）城関 代表取締役 古賀　武人 久留米市津福本町２０５６－５ 810 A 1 一般 市内

水道 018120706 （有）タク設備システム 代表取締役 西尾　公孝 久留米市長門石２－１１－４３ 807 A 1 一般 市内

水道 030000596 （株）辻組 代表取締役 辻　健太郎 久留米市三潴町早津崎８１２ 799 A 2 特定 市内

水道 040000850 （株）吉武商事 代表取締役 吉武　良子 久留米市城島町下青木４６６－１ 798 A 3 特定 市内

水道 018140190 建武工業（株） 代表取締役 古賀　泰弘 久留米市山川町１６４３－７ 797 A 3 特定 市内

水道 016110100 （有）岡組 代表取締役 岡　由美子 久留米市西町１０４４－１２ 795 A 1 一般 市内

水道 017230141 九州環境建設（株） 代表取締役社長 福山　正太 久留米市津福本町１６４９－５１ 795 A 3 特定 市内

水道 016200451 （株）橋爪土木 代表取締役 山下　達雄 久留米市国分町８２８－４ 790 A 2 特定 市内

水道 015080589 フジクリーン久留米（株） 代表取締役 古賀　信 久留米市東合川３－３－６ 788 A 2 一般 市内

水道 040002710 江渕設備（株） 代表取締役 大坪　誠 久留米市国分町１１７２－５ 782 A 1 一般 市内

水道 030001878 （株）郷原組 代表取締役 郷原　恭彦 久留米市田主丸町志塚島４４１－１ 780 A 3 特定 市内

水道 012030458 濱崎建設（株） 代表取締役 濱崎　邦彦 久留米市宮ノ陣６－２７－１６ 780 A 3 特定 市内

水道 015080086 コンテック（株） 代表取締役 牛嶋　剛一 久留米市山川追分１－５－１Ａ 771 A 3 特定 市内

水道 040002229 （株）龍乃組 代表取締役 高山　進五 久留米市北野町中８７１ 771 A 3 特定 市内

水道 015080239 （株）佐田土木 代表取締役 佐田　茂人 久留米市東合川９－１６－５０ 768 A 2 特定 市内
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水道 011020536 （株）向江組 代表取締役 向江　英隆 久留米市善導寺町飯田１１３６－５ 767 A 2 特定 市内

水道 016210362 （株）中央建設工業 代表取締役 大久保　知子 久留米市御井町２４３６－１ 762 A 1 一般 市内

水道 040001256 （株）筑水工業 代表取締役 笹隈　清高 久留米市三潴町田川１２５４番地１ 757 A 1 一般 市内

水道 011040368 堤土木（株） 代表取締役 堤　伸一 久留米市山本町耳納１６７８－４ 753 A 3 特定 市内

水道 018100349 大和建設（株） 代表取締役 渡辺　昌宏 久留米市中央町２２－１７ 744 A 3 特定 市内

水道 015080315 （有）高弘建設 代表取締役 高田　義幸 久留米市合川町１１３６－１ 736 A 3 特定 市内

水道 040000001 （株）国益 代表取締役 山下　知千 久留米市野中町１４０－１５ 735 A 1 一般 市内

水道 040002417 （株）中村建材工業 代表取締役 中村　哲郎 久留米市城島町楢津４７３ 733 A 3 特定 市内

水道 040002886 （株）おおた技建 代表取締役 太田　洋子 久留米市善導寺町与田１５６－７ 730 A 1 一般 市内

水道 015050251 （株）執行工業 代表取締役 執行　慶二 久留米市山川神代３－８－３０ 730 A 3 一般 市内

水道 014231442 （株）古賀住設 代表取締役 古賀　恭治 久留米市東合川５－６－２９ 729 A 2 特定 市内

水道 040001202 （株）クリアウォーター設備 代表取締役 吉武　章 久留米市三潴町高三潴１４２６－２ 727 A 2 一般 市内

水道 012060391 （株）豊福組 代表取締役 豊福　高士 久留米市宮ノ陣６－１２－４０ 726 A 3 特定 市内

水道 016110583 （株）和泉オークス 代表取締役 和泉　光紀 久留米市野中町１０５５－１ 721 A 2 一般 市内

水道 015180091 （株）大久保建設 代表取締役 大久保　周礎 久留米市御井町２４３６－７ 721 A 2 特定 市内

水道 015180039 伊東建設（株） 代表取締役 伊東　博史 久留米市高良内町１６７５－１ 716 A 3 特定 市内

水道 040000477 （株）ハツダ設備 代表取締役 初田　功一 久留米市東合川８－４－７ 713 A 2 一般 市内

水道 040002033 （有）田中通信建設 代表取締役 田中　昭浩 久留米市田主丸町田主丸６１－２ 711 A 3 特定 市内

水道 014260069 （株）内建 代表取締役 内野　博文 久留米市大善寺南２－２－１５ 708 A 3 特定 市内

水道 013220655 （株）豊栄工業 代表取締役 川原　恵介 久留米市上津町２３８５－２６ 707 A 2 特定 市内

水道 018090578 脇建設（株） 代表取締役 脇　昭子 久留米市東櫛原町２０４４ 705 A 3 特定 市内

水道 040002274 （有）堤組 取締役 吉武　和幸 久留米市三潴町玉満４２９０－１５ 704 A 3 一般 市内

水道 016200575 笠俊建設（株） 代表取締役 笠　善充 久留米市国分町１３２３－１ 704 A 3 特定 市内
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水道 040002278 （株）タカアキコーポレーション 代表取締役 田中　竜二 久留米市三潴町高三潴９１３－１ 703 A 2 特定 市内

水道 012060323 タツミ建設（株） 代表取締役 本山　英治 久留米市宮ノ陣町八丁島１５０－２ 703 A 2 特定 市内

水道 017170174 （株）久留米庭苑 代表取締役 高畑　政義 久留米市津福本町９６７－２ 702 A 3 一般 市内

水道 017170382 東洋設備（有） 代表取締役 福江　由美子 久留米市梅満町１５８１－１ 701 A 3 一般 市内

水道 014260539 （株）毛利土建 代表取締役 毛利　一成 久留米市大善寺町夜明４１４ 698 B 3 特定 市内

水道 015050038 井手建設（株） 代表取締役 井手　保次 久留米市山川野口町１－４４ 696 B 2 特定 市内

水道 016110318 高山興業 代表者 高山　昌俊 久留米市野中町４４８－４ 696 B 2 一般 市内

水道 040002288 （有）尾形設備 代表取締役 尾形　昌英 久留米市三潴町西牟田４４－５ 692 B 1 一般 市内

水道 040002613 （株）久栄工業 代表取締役 笹隈　さゆり 久留米市国分町７２５－１ 691 B 1 一般 市内

水道 040002753 （株）創英技建 代表取締役 近藤　晃 久留米市山川神代１－６－１５ 690 B 1 一般 市内

水道 040000606 （有）エース工業 代表取締役 相田　祐二 久留米市安武町安武本２７２９－７ 685 B 2 一般 市内

水道 014240603 藤吉設備（株） 代表取締役 藤吉　昭二 久留米市荒木町荒木１９８１－２ 683 B 2 一般 市内

水道 018090148 協栄住設工業（株） 代表取締役 樋口　文孝 久留米市安武町安武本１６８３－１ 680 B 2 一般 市内

水道 011040259 柴田建設（株） 代表取締役 柴田　弘子 久留米市山本町豊田１２４２－３ 680 B 2 一般 市内

水道 014240043 （株）井上工業 代表取締役 井上　智香 久留米市荒木町白口２３９８－１ 679 B 1 一般 市内

水道 040002668 （株）中山建設 代表取締役 中山　郡敏 久留米市善導寺町木塚１１０－４ 679 B 3 一般 市内

水道 013190344 （株）大寿建設 代表取締役 古賀　原野 久留米市三潴町草場１５１－１ 676 B 3 一般 市内

水道 018090230 （株）坂田ガス住設 代表取締役 坂田　博輝 久留米市東櫛原町２８３ 673 B 2 一般 市内

水道 011020568 （有）久大建設 代表取締役 平井　孝 久留米市田主丸町石垣６７５－６ 672 B 2 一般 市内

水道 040002780 （株）ハシモトＣＳ 代表取締役 橋本　昇 久留米市北野町十郎丸１５２１－３ 672 B 3 一般 市内

水道 017230525 （株）みのう 代表取締役 山下　良一 久留米市荒木町白口１７５７－１ 670 B 3 一般 市内

水道 016110829 三陽ガステック（株） 代表取締役 古賀　孝司 久留米市国分町１４３０－１３ 660 B 3 一般 市内

水道 040002912 リョウケン工業（株） 代表取締役 石橋　英治 久留米市東合川２－１２－５ 656 B 1 一般 市内
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水道 040002624 （有）ＳＴ工業 代表取締役 小川　譲治 久留米市青峰１－９－７ 653 B 2 一般 市内

水道 015080711 （株）ユニイチ 代表取締役 松尾　一広 久留米市東合川４－９－２５ 651 B 3 一般 市内

水道 040002395 ダイカン工業（有） 取締役 後藤　裕也 久留米市三潴町高三潴１４２６－２くりあビル２Ｆ 645 B 1 一般 市内

水道 013190567 （株）吉川製作所 代表取締役 吉川　克寿 久留米市高良内町字池田１９－２ 639 B 3 一般 市内

水道 040002628 （株）中島設備 代表取締役 中島　知倫 久留米市三潴町草場２６２－９ 633 B 2 一般 市内

水道 040002652 （株）ゆう建設工業 代表取締役 田中　優 久留米市荒木町荒木９５８－１ 631 B 1 一般 市内

水道 040001096 中野設備 代表者 中野　ユキ子 久留米市高良内町２０８－１ 627 B 1 一般 市内

水道 040002392 （株）森山 代表取締役 森山　泰吉 久留米市三潴町清松４２－５ 627 B 2 一般 市内

水道 016110484 （有）福沢住宅設備 代表取締役 福澤　大 久留米市山川神代３－２３３５－３ 624 B 2 一般 市内

水道 040005168 恵エステート（株） 代表取締役 太田　芳恵 久留米市善導寺町飯田３８０－５ 616 B 1 一般 市内

水道 040005204 （株）花岡設備 代表取締役 花岡　秀典 久留米市山本町豊田４９－２ 606 B 2 一般 市内

水道 012060136 （株）木村建設運輸 代表取締役 木村　忠昭 久留米市宮ノ陣５－２１－２７ 602 B 2 一般 市内

水道 040005003 （株）福子建設 代表取締役 野崎　喜代 久留米市荒木町白口２０７６－１ 598 B 2 特定 市内

水道 040002426 塚本商店 事業主 塚本　正紀 久留米市城島町城島２４３ 594 B 1 一般 市内

水道 040005120 福栄 事業主 野崎　祐一 久留米市荒木町白口２０７６－１ 593 B 1 一般 市内

水道 030001913 （株）マサキ建設工業 代表取締役 日吉　洋介 久留米市城島町下青木４６６－１ 583 B 3 一般 市内

水道 040005217 （株）ミライ 代表取締役 尾形　信之 久留米市三潴町西牟田４４－３ 572 B 2 一般 市内

水道 040005052 マルショウ（株） 代表取締役 今村　孝子 久留米市城島町城島２７－２ 557 B 1 一般 市内

水道 040005165 マルケン工業 事業主 山本　愉佳子 久留米市上津町９４－４ 554 B 1 一般 市内

水道 040005309 （株）技建高山 代表取締役 高山　智昭 久留米市田主丸町以真恵２９７－３ 472 B 2 一般 市内

水道 040005241 （株）ＤＡＫ設備 代表取締役 大坪　倫代 久留米市津福本町４８１－３ 400 B 1 一般 市内

水道 040002987 （株）明邦 代表取締役 小堀　祥子 久留米市宮ノ陣町大杜１８８ 399 B 2 一般 市内

水道 040005251 （株）エポック 代表取締役 添島　慎輔 久留米市荒木町荒木１２８９－１４ 291 B 1 一般 市内
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消防 015050682 （株）九州ＡＶ 代表取締役 釘崎　匡俊 久留米市山川神代１－１－６ 951  2 一般 市内

消防 018140275 （株）十八防災システム 代表取締役 田中　信幸 久留米市長門石１－３－３４ 916  1 一般 市内

消防 018090359 （有）筑邦トーハツ商会 代表取締役 桐岡　晴夫 久留米市野中町４１７－６ 837  1 一般 市内

消防 017130164 （株）倉重ポンプ商会 代表取締役 倉重　功 久留米市梅満町１３６ー５ 819  1 一般 市内

消防 018140126 川浪電気工事（株） 代表取締役 永野　英明 久留米市本町１２－１６ 789  3 一般 市内

消防 040002537 中央防災システム（株） 代表取締役 中山　拓 久留米市東合川７－１－２１ 765  1 一般 市内

消防 017170382 東洋設備（有） 代表取締役 福江　由美子 久留米市梅満町１５８１－１ 757  2 一般 市内

消防 015050251 （株）執行工業 代表取締役 執行　慶二 久留米市山川神代３－８－３０ 746  2 一般 市内

消防 016110742 （株）中村商会 代表取締役 中村　司 久留米市国分町１４１５－４ 730  1 一般 市内

消防 040002844 九州ビルサービス（株） 代表取締役 古村　勝 久留米市梅満町高海１６５０－１１ 716  2 一般 市内

消防 015080479 （株）平山工務店 代表取締役 今村　重利 久留米市合川町１５４１－３ 692  2 一般 市内

消防 018120278 角消防設備（株） 代表取締役 角　正司 久留米市通町１０－１１ 690  1 一般 市内

消防 017130334 （有）第一電気 代表取締役 津留崎　義晴 久留米市小頭町２－２６ 685  2 一般 市内

消防 016110829 三陽ガステック（株） 代表取締役 古賀　孝司 久留米市国分町１４３０－１３ 647  2 一般 市内

消防 016110342 第三設備工業（株） 代表取締役 日高　崇公 久留米市諏訪野町１８５０－１ 643  2 一般 市内

消防 040002752 （株）カワデン 代表取締役 金子　晴樹 久留米市本町１２－１３－２ 639  2 一般 市内

消防 040002628 （株）中島設備 代表取締役 中島　知倫 久留米市三潴町草場２６２－９ 618  3 一般 市内

消防 040005056 新生ビルメンテナンス（株） 代表取締役 浦　圭司 久留米市宮ノ陣４－３０－１ 601  2 一般 市内

消防 040002866 （株）福岡防災センター 代表取締役 荒木　進 久留米市諏訪野町２２７２－２ 574  1 一般 市内

消防 040002943 喜多電設（株） 代表取締役 喜多　雄二 久留米市城島町下青木１３０５－１ 572  3 一般 市内

消防 040002973 久留米消防設備メンテナンス（有） 代表取締役 角　信廣 久留米市宮ノ陣４－１５－１７ 553  1 一般 市内

解体 014240389 友野建設（株） 代表取締役 友野　カツ子 久留米市荒木町荒木１３４８－２ 939  2 特定 市内

解体 013190030 （株）案納工務店 代表取締役 案納　清美 久留米市高良内町４３３７－１０ 927  3 特定 市内
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解体 040001304 （株）テイク 代表取締役 古賀　郁子 久留米市藤山町鉾立２２０ー４４ 920  1 特定 市内

解体 015080304 （株）高木組 代表取締役 高木　大蔵 久留米市合川町１５６－８ 869  2 特定 市内

解体 040000850 （株）吉武商事 代表取締役 吉武　良子 久留米市城島町下青木４６６－１ 868  2 特定 市内

解体 017170630 （株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町２３００－１０ 860  1 一般 市内

解体 018140258 （株）篠原工務所 代表取締役 篠原　靖典 久留米市中央町２９－１９ 858  2 特定 市内

解体 040005022 （株）エイワ産業 代表取締役 木下　泰源 久留米市善導寺町木塚３５－５ 852  1 特定 市内

解体 013220580 （株）渡辺道路 代表取締役 笠　利幸 久留米市藤山町５０９－１ 845  2 特定 市内

解体 017130379 東建工業（株） 代表取締役 古賀　紳也 久留米市原古賀町２５－１１ 843  2 特定 市内

解体 040002359 サカイ工業（株） 代表取締役 坂井　綾 久留米市三潴町清松３７８－１ 841  3 特定 市内

解体 013190206 （株）小椎尾組 代表取締役 小椎尾　学 久留米市高良内町３７７２－１ 838  2 特定 市内

解体 018090708 （株）西鉄グリーン土木 久留米事業所 所長 矢野　康弘 久留米市東櫛原町８１ー４ 838  3 特定 準市内

解体 040000716 （株）トラスト工業 代表取締役 小林　弘明 久留米市梅満町４０７－５ 819  3 特定 市内

解体 018100401 （株）仲組 代表取締役 仲　彰尋 久留米市城南町８－５０ 818  2 特定 市内

解体 040002725 （株）フクナン開発 代表取締役 中川原　孝 久留米市荒木町白口１６０２ 813  1 一般 市内

解体 011020470 （株）久富組 代表取締役 河口　涼介 久留米市善導寺町与田２６０ 795  3 特定 市内

解体 016110221 （株）近藤建設 代表取締役 近藤　博和 久留米市宮ノ陣町若松１９４９－１ 787  3 特定 市内

解体 015080086 コンテック（株） 代表取締役 牛嶋　剛一 久留米市山川追分１－５－１Ａ 782  2 特定 市内

解体 040000028 北野通信工業（株） 代表取締役 猪口　安子 久留米市北野町陣屋５１０－１１ 772  3 特定 市内

解体 011020536 （株）向江組 代表取締役 向江　英隆 久留米市善導寺町飯田１１３６－５ 770  3 特定 市内

解体 013220408 （株）中村組 代表取締役 中村　勝信 久留米市藤山町６７０－２ 764  2 特定 市内

解体 013190090 （株）大石土木 代表取締役 大石　英隆 久留米市高良内町４２２ 761  2 特定 市内

解体 018140071 梅原建設（株） 代表取締役 梅原　英二 久留米市本町１５－２５ 754  3 特定 市内

解体 040005139 （株）エフジー 代表取締役 藤崎　貴介 久留米市藤山町７６８－１　コーポラス・エム１０１号室 754  1 一般 市内

　　　47 / 49 ページ



建設工事有資格者名簿（市内・準市内） 令和4年11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

解体 040002295 （株）フジクロ 代表取締役 中島　崇 久留米市城島町城島５２－１ 741  3 特定 市内

解体 018150642 （株）木村産業 代表取締役 木村　充男 久留米市大石町３７０－１ 738  1 一般 市内

解体 011030526 （有）耳納建設 代表取締役 宮崎　恒夫 久留米市草野町矢作２８７－１ 738  2 一般 市内

解体 040002661 （有）ショウエイ環境 代表取締役 橋本　健一郎 久留米市三潴町西牟田６３４５－３ 732  2 一般 市内

解体 040001301 （有）野中斫工業 代表取締役 竹尾　繁子 久留米市東合川７－１３－９ 725  1 一般 市内

解体 017230272 新日本住宅（株） 代表取締役 江島　香織 久留米市津福本町１２４９－６ 710  2 一般 市内

解体 040005036 （株）成田建設 代表取締役 成田　勝 久留米市国分町８２７－３ 707  2 一般 市内

解体 040005222 （株）Ｍ・カンパニー 代表取締役 豊福　千代子 久留米市北野町中３１１２－５ 685  3 一般 市内

解体 040002201 （有）稲吉建設工業 代表取締役 稲吉　静次 久留米市北野町千代島８１６－２６ 675  2 一般 市内

解体 040002872 （株）下川工業 代表取締役 下川　通 久留米市城島町江上本２０９－３ 667  3 一般 市内

解体 040000708 （株）シャルム建築デザイン 代表取締役 清水　明恵 久留米市高良内町２８０９－１ 660  3 特定 市内

解体 040002639 （有）藤光建設 代表取締役 菊池　昭博 久留米市藤光町９２５－１９４ 660  3 一般 市内

解体 040002771 大盛産業（株） 代表取締役 田中　公子 久留米市北野町仁王丸１９－１ 629  1 一般 市内

解体 016110827 （株）村上組 代表取締役 村上　菊男 久留米市南３－１８－１１ 628  1 一般 市内

解体 040002643 セデックス開発（株） 代表取締役 緒方　瓔子 久留米市北野町高良３１３－５ 622  2 一般 市内

解体 017130648 晃榮住宅（株） 代表取締役 東　和眞 久留米市西町１２０１－２ 615  3 一般 市内

解体 040002652 （株）ゆう建設工業 代表取締役 田中　優 久留米市荒木町荒木９５８－１ 594  3 一般 市内

解体 040002272 （株）木原総業 代表取締役 木原　丈博 久留米市三潴町玉満１７３２－７ 573  2 一般 市内

解体 040000725 本荘建設（株） 代表取締役 本荘　幸生 久留米市諏訪野町２５２９－１ 553  3 一般 市内

解体 040005128 （有）船津建材運送 代表取締役 船津　常夫 久留米市安武町住吉１６３２ 548  3 一般 市内

解体 040005243 アース工房（株） 代表取締役 橋本　秀哲 久留米市宮ノ陣４－２９－１１－２Ｆ 538  3 一般 市内

解体 040002989 サカイリサイクルプラザ（株） 代表取締役 坂井　さよ子 久留米市三潴町清松２６５－５ 537  1 一般 市内

解体 040002945 （有）Ａｃｔｉｖｅ　Ｗｏｒｋｅｒｓ 代表取締役 大坪　幹典 久留米市高良内町３４３３－７ 477  3 一般 市内
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解体 040005280 （株）新和建設 代表取締役 田中　宏和 久留米市三潴町早津崎１０３０－８ 358  3 一般 市内
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