
★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1 サントップ産業（株） 福岡県久留米市荘島町１７－１ 市内 代表取締役 吉田　恭治 0942-38-1876 0942-38-1308
消防・保安・安全衛生
保護具

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

ゴム・皮製品・靴
日用品・清掃用品（業
務用）

ごみ袋・包装資材・包
装資材

4 西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２丁目１－１ 市外 代表取締役社長 坂本　博志 092-603-0415 092-603-2431
上・下水道用資材・ろ
過砂

上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

医療・衛生・工業用薬
品

7 （株）キューオキ  久留米営業所 福岡県久留米市城島町楢津１２７８ 準市内 所長 吉冨　正昭 0942-27-6337 0942-27-6347 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

8 平和製罐（株） 大阪府泉南市りんくう南浜３－１７ 市外 代表取締役 田中　住子 072-482-0100 072-482-1015
広告装飾類・看板・プ
レート

10 志げとみ楽器 福岡県八女市本町３８ 市外 代表 重冨　久邦 0943-24-3847 0943-24-3031 教材・音楽用品

11 （株）久留米道路施設 福岡県久留米市野中町１２１－２ 市内 代表取締役 浅田　実弦 0942-43-2014 0942-43-2533
消防・保安・交通安
全・道路保安

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

消防・保安・安全衛生
保護具

12 原田書店 福岡県久留米市大善寺町夜明１０５５－４ 市内 　 原田　数子 0942-27-0131 0942-27-0131 教材・図書出版・販売

13 水研化学工業（株）  福岡営業所 福岡県福岡市東区松田１丁目４－２３ 市外 所長 徳永　隆浩 092-611-4299 092-629-2874
医療・衛生・工業用薬
品

精密機器・理化学試験
研究機器

14 （株）学映システム  久留米営業所 福岡県久留米市東合川８丁目８－２１ 準市内 所長 松尾　雄一郎 0942-41-4315 0942-41-4317 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品
教材・学校用品・学校
用什器

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

ＯＡ・ソフトウェア

17 （株）ナイガイ 福岡県久留米市東合川６丁目４番５２号 市内 代表取締役 古財　琢磨 0942-44-7711 0942-44-7713 電気器具・通信機器 電気器具・電気製品

18 三精テクノロジーズ（株）  九州営業所 福岡県福岡市中央区天神４丁目１－３７ 市外 所長 兒玉　秀隆 092-751-1824 092-751-1820 広告装飾類・どん帳
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

19
ミツイワ（株）  サービスエンジニアリング
本部九州フィールドサービス部久留米営業所

福岡県久留米市城南町１２－２６ 準市内 所長 貞清　祥子 0942-46-7690 0942-46-7690 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

20 森山産業（株） 福岡県久留米市三潴町西牟田６１６９－２ 市内 代表取締役 坂田　晴彦 0942-65-1181 0942-65-0010
医療・衛生・工業用薬
品

上・下水道用資材・配
管・器材

上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

21 行政システム九州（株）  中九州支店 佐賀県鳥栖市宿町１０４１番地３ 市外 支店長 小原　慎司 0942-88-6219 0942-83-8912 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

22 （株）新栄電業社 福岡県久留米市西町１２１５ 市内 代表取締役 原　伸輔 0942-33-2706 0942-39-7148 電気器具・電気製品

23 九州地理情報（株） 福岡県福岡市東区青葉２丁目３０番１号 市外 代表取締役 三舛　善彦 092-663-2111 092-663-2115 ＯＡ・ソフトウェア 印刷・その他（印刷）

24 グローリー（株）  九州支店
福岡県福岡市博多区東比恵３丁目２３－１
３

市外 支店長 森田　邦宏 092-451-0351 092-471-0050 選挙・選挙用品
電気器具・その他（電
気器具類）

精密機器・その他（精
密機器類）

25 柏原計器工業（株） 大阪府柏原市本郷５丁目３－２８ 市外 代表取締役 三浦　直人 072-973-0601 072-973-0610
上・下水道用資材・水
道メーター

26 （有）猪飼プリント 福岡県久留米市東和町６－１８ 市内 取締役 猪飼　康裕 0942-32-7322 0942-36-1361 印刷・軽印刷

27 （有）合川印刷社 福岡県久留米市東合川三丁目１７番３号 市内 代表取締役 田中　三郎 0942-43-6208 0942-43-9265 印刷・事務用印刷 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

28 富田印刷（有）
福岡県久留米市安武町安武本３０５６番地
６６

市内 代表取締役 富田　義則 0942-27-3939 0942-26-5093 印刷・事務用印刷 印刷・軽印刷 印刷・一般印刷

29 （株）坂田種苗本店 福岡県久留米市太郎原町１３２８番地の１ 市内 代表取締役 坂田　浩一 0942-43-2444 0942-43-2276
医療・衛生・農業用薬
品

農林水産物・生花・園
芸資材

農林水産物・飼料、肥
料

30 坂本産業（株）  ホームセンター事業部 福岡県久留米市東合川２丁目１－５ 市内 取締役店長 坂本　安次郎 0942-45-2222 0942-44-6192
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

一般資材・建築材料
農林水産物・生花・園
芸資材

日用品・清掃用品（業
務用）

31 平山産業（株） 福岡県北九州市八幡西区別当町２５－３ 市外 代表取締役 平山　貴浩 093-642-3330 093-642-3331
医療・衛生・工業用薬
品

上・下水道用資材・配
管・器材

34 （株）幸栄産業 福岡県久留米市御井町１７９８－２ 市内 代表取締役 豊福　幸治 0942-89-5700 0942-89-5708 売払い・再資源買受

35 （株）ナカイ 福岡県久留米市高良内町３１９３－１ 市内 代表取締役 中井　鉄併 0942-45-8787 0942-45-1613 電気器具・電気製品

36 平川ガラス店 福岡県久留米市田主丸町田主丸５６０－４ 市内 代表 平川　信彦 0943-72-2427 0943-72-2471 一般資材・建築材料
広告装飾類・室内装飾
品
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地域区
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37 福昌堂 福岡県久留米市東和町６－８ 市内 　 福田　浩人 0942-33-2025 0942-32-3706
教材・学校用品・学校
用什器

教材・図書出版・販売
教材・その他（教材
類）

教材・展示・収蔵用品

40 西日本地図出版（株） 福岡県福岡市南区大楠２丁目８－１３ 市外 代表取締役 川﨑　誠 092-521-0748 092-521-0770 印刷・その他（印刷）
教材・その他（教材
類）

45
（株）レンタルのニッケン  久留米営業
所

福岡県久留米市御井旗崎２丁目２５－４８ 準市内 所長 神谷　盛寿 0942-45-2251 0942-45-2252
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・特殊自動車
精密機器・計測・分析
機器

46 オガワ水管理工業（株） 福岡県朝倉市馬田字中原３６９６番地 市外 代表取締役 小川　嘉朗 0946-22-2157 0946-22-0711
医療・衛生・工業用薬
品

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

47
アズビル（株）  ビルシステムカンパ
ニー九州支店

福岡県福岡市博多区冷泉町２番１号 市外 支店長 岡本　和博 092-272-3114 092-272-3217
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

精密機器・計測・分析
機器

電気器具・電気製品

48 藤吉設備（株） 福岡県久留米市荒木町荒木１９８１－２ 市内 代表取締役 藤吉　昭二 0942-26-2205 0942-26-7294
機械機器・器具・厨房
機器

一般資材・建築材料
上・下水道用資材・配
管・器材

50 アサヒシューズ（株）  九州支店 福岡県久留米市洗町１ 市内 支店長 内田　剛章 0942-37-1100 0942-37-1066 ゴム・皮製品・靴

51 スポーツいでた 福岡県久留米市日吉町２４－２０ 市内 　 出田　剛朗 0942-34-0647 0942-34-0667 教材・運動用品
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

衣料・繊維・被服 ゴム・皮製品・靴 記念品・記章・カップ

52 空閑自動車（株） 福岡県久留米市野中町４１６番地の５ 市内 代表取締役 空閑　武治 0942-43-3515 0942-43-3516 輸送機器・特殊自動車
輸送機器・自動車販売
（新車）

売払い・再資源買受

54 角消防設備（株） 福岡県久留米市通町１０－１１ 市内 代表取締役 角　正司 0942-32-2442 0942-32-2446
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

輸送機器・ボート
消防・保安・交通安
全・道路保安

電気器具・音響器具

56 キンパイ商事（株）　  福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵２丁目２－２６ 市外 支店長 古川　和徳 092-472-2871 092-472-2875 輸送機器・特殊自動車
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

58 （株）アイホー  九州支店 福岡県福岡市博多区板付６－５－２ 市外 支店長 村田　典之 092-588-2005 092-588-2010
機械機器・器具・厨房
機器

59 ヨシタケＴＳ（株） 福岡県福岡市南区的場２丁目２２番２０号 市外 代表取締役 吉武　昭三 092-582-2451 092-582-2455
医療・衛生・防疫用薬
品

医療・衛生・工業用薬
品

ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

62 久留米文具 福岡県久留米市瀬下町２０６番地 市内 代表者 桑原　英起 0942-39-4002 0942-39-4002
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

教材・学校用品・学校
用什器

63 大石化成（株） 福岡県久留米市東合川２丁目３番５２号 市内 代表取締役 久富　一 0942-44-7311 0942-44-5048
医療・衛生・工業用薬
品

医療・衛生・検査試薬
ごみ袋・包装資材・包
装資材

64 タニコー（株）  久留米営業所 福岡県久留米市上津１丁目６－１６ 準市内 所長 宗東　慎吾 0942-22-8001 0942-22-8009
機械機器・器具・厨房
機器

66
島津システムソリューションズ（株）
福岡支店

福岡県福岡市博多区冷泉町４－２０　島津
博多ビル２階

市外 支店長 毛屋　真吾 092-263-0075 092-282-3295
精密機器・計測・分析
機器

上・下水道用資材・水
道メーター

74 （有）田中文具店 福岡県久留米市本町３－１ 市内 代表取締役 黒岩　隆憲 0942-35-8788 0942-52-2079
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

教材・学校用品・学校
用什器

ＯＡ・ＯＡ用品 記念品・贈答品

76 西日本セロファン（株） 福岡県久留米市梅満町１３５－４ 市内 代表取締役 熊丸　正憲 0942-34-6741 0942-33-9062
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ごみ袋・包装資材・そ
の他（包装資材類）

79 （株）九州体育施設  福岡支店 福岡県福岡市博多区対馬小路１－１－３Ｆ 市外 福岡支店長 坂本　浩 092-261-5333 092-261-5334 教材・運動用品 教材・保育用品

80 久留米・鳥栖広域情報（株） 福岡県久留米市百年公園１－１ 市内 代表取締役 岩﨑　敏幸 0942-37-6363 0942-37-6464 ＯＡ・ソフトウェア

82 （有）大昌印刷所 福岡県久留米市荒木町荒木１６３７－２ 市内 代表取締役 中村　直樹 0942-26-2137 0942-26-7810 印刷・事務用印刷 印刷・フォーム印刷 印刷・特殊印刷

83 昭和舗道（株） 福岡県柳川市上宮永町１３８ 市外 代表取締役 徳永　博昭 0944-72-6700 0944-72-2336
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

84 中村印刷（有） 福岡県久留米市梅満町９７２ 市内 代表取締役 中村　淳一 0942-32-4785 0942-32-4899 印刷・一般印刷

88 丸善産業（株）  久留米支店 福岡県久留米市高良内町２８８８－１１ 準市内 支店長 髙山　良幸 0120-010-960 0120-017-240
事務用品・什器・事務
機器・什器

教材・学校用品・学校
用什器

医療・衛生・医療用機
器

日用品・清掃用品（業
務用）

教材・保育用品

89 （株）九州ひかりのくに  久留米営業所 福岡県久留米市中央町１５－３ 準市内 所長 初田　忠浩 0942-31-8333 0942-31-8331 教材・保育用品 教材・運動用品 教材・図書出版・販売

91 （株）データプラス 佐賀県鳥栖市藤木町１番地４８ 市外 代表取締役社長 宮川　政浩 0942-87-3111 0942-87-3115 印刷・フォーム印刷
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92 朝日無線（株） 福岡県福岡市中央区薬院１丁目４－５ 市外 代表取締役 今村　哲朗 092-731-0801 092-731-0804
教材・学校用品・学校
用什器

電気器具・音響器具 精密機器・視聴覚機器

94 大和リース（株）  福岡支社 福岡県福岡市中央区渡辺通４－１－３６ 市外 支社長 谷本　政樹 092-751-5058 092-751-5015
一般資材・その他（一
般資材類）

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

事務用品・什器・事務
機器・什器

96 鶴田防水布店 福岡県久留米市中央町２４－３ 市内 鶴田　敏之 0942-32-3004 0942-32-3005 衣料・繊維・被服
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

広告装飾類・室内装飾
品

97 オフィス・ボナミ 福岡県久留米市御井町１６５０－１ 市内 　 中村　久男 0942-44-1855 0942-44-1735
事務用品・什器・事務
機器・什器

ＯＡ・ＯＡ用品
事務用品・什器・文房
具・紙

ＯＡ・ＯＡ機器
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

102 （株）ヤマシタ 福岡県久留米市東合川三丁目９番９ 市内 代表取締役 山下　哲男 0942-40-8210 0942-44-3505
日用品・清掃用品（業
務用）

ごみ袋・包装資材・包
装資材

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

103 昭和紙工（株） 福岡県久留米市櫛原町１丁目１０ 市内 代表取締役 岡本　晃一 0942-32-4576 0942-32-4578 印刷・事務用印刷 印刷・特殊印刷 印刷・一般印刷

106 （株）河合楽器製作所  久留米店 福岡県久留米市東町２９－８ 準市内 久留米店店長 浜口　尚好 0942-33-2078 0942-38-8856 教材・音楽用品 教材・運動用品

108 ハラスポーツ 福岡県久留米市城島町城島１８６ 市内 　 原　叔子 0942-62-5538 0942-62-5538 教材・運動用品 記念品・贈答品 記念品・記章・カップ
広告装飾類・イベント
用品

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

110 日米電子（株） 福岡県福岡市中央区大宮１丁目３－１０ 市外 代表取締役社長 湯淺　米男 092-522-3163 092-522-0295 電気器具・通信機器
精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ＯＡ機器

112 森山商事 福岡県久留米市宮ノ陣町大杜１９２－１ 市内 　 森山　勝 0942-30-1524 0942-48-3007
一般資材・セメント・
骨材

115 （株）丹青社 東京都港区港南一丁目２番７０号 市外 代表取締役 高橋　貴志 03-6455-8151 03-6455-8226 教材・展示・収蔵用品
教材・その他（教材
類）

広告装飾類・室内装飾
品

118 （株）執行茂寿園 福岡県久留米市津福今町２０７ 市内 代表取締役 執行　英利 0942-32-6938 0942-32-6959
農林水産物・生花・園
芸資材

120 日本無線（株）  九州支社 福岡県福岡市博多区綱場町４－１ 市外 支社長 不老　康美 092-262-2130 092-262-2161 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具

123 （株）ＱＴｍｅｄｉａ 福岡県福岡市中央区天神１丁目４番２号 市外 代表取締役 山岡　武海 092-726-2805 092-714-3806 ＯＡ・ソフトウェア
広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

124 永松印刷 福岡県久留米市中央町２０－２２ 市内 代表 永松　恵美子 0942-35-4612 0942-35-4620 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷

127 （有）オフィスヒロマツ 福岡県柳川市茂庵町１５－６ 市外 代表取締役 鷲頭　正明 0944-72-5723 0944-73-4412
事務用品・什器・文房
具・紙

教材・展示・収蔵用品
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

128 （株）リサーチアンドソリューション 福岡県福岡市博多区上呉服町１２－３３ 市外 代表取締役 清見　光生 092-281-5729 092-281-5744 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

131 久留米印刷（株）  久留米営業所 福岡県久留米市梅満町１３５－４ 準市内 所長 池上　誠一郎 0942-35-1811 0942-35-1816 印刷・フォーム印刷 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷

138 正晃（株）  久留米営業所 福岡県久留米市山川沓形町３－３０ 準市内 所長 梶原　正活 0942-45-1331 0942-45-1336
精密機器・理化学試験
研究機器

医療・衛生・検査試薬
精密機器・計測・分析
機器

139 ミフチ印刷紙器（有） 福岡県久留米市上津２丁目２－５ 市内 代表取締役 三渕　亨 0942-21-2525 0942-21-2527 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷

141 山下園芸資材センター 福岡県久留米市通外町１４７ 市内 　 山下　利雄 0942-32-8427 0942-32-8427
農林水産物・生花・園
芸資材

農林水産物・飼料、肥
料

医療・衛生・農業用薬
品

142 久留米アスコン（株） 福岡県久留米市善導寺町木塚２９４－１ 市内 代表取締役 小田澤　淳 0942-47-2770 0942-47-2854
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

一般資材・セメント・
骨材

145 （株）東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目２９－２２ 市外 代表取締役 菅　国典 03-5977-0300 03-5977-0311 教材・図書出版・販売 印刷・その他（印刷） その他（記念品類）

146 （有）竹下製材所 福岡県久留米市田主丸町竹野１８９－６ 市内 代表取締役 竹下　儀市 0943-72-3620 0943-72-4553 一般資材・建築材料

147 （株）津城材木店 福岡県久留米市本町１４－１１ 市内 代表取締役 津城　光俊 0942-32-4861 0942-32-4814 一般資材・建築材料
精密機器・計測・分析
機器

151 （株）モリタ  福岡支店 福岡県糟屋郡粕屋町柚須１３２番地１ 市外 支店長 谷口　裕和 092-624-5119 092-624-5124 輸送機器・特殊自動車
消防・保安・その他
（消防・保安類）

152 （株）プロ・ディバイス  久留米営業所 福岡県久留米市東合川３丁目２－１７ 準市内 所長 川内　智 0942-41-1401 0942-41-1402
精密機器・理化学試験
研究機器

精密機器・計測・分析
機器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

153 友添商店 福岡県久留米市野中町１５１５－１１ 市内 代表者 友添　吉隆 0942-33-3039 0942-38-7357
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ゴム・皮製品・テン
ト・シート

ゴム・皮製品・靴
日用品・清掃用品（業
務用）

155 九州メディカルサービス（株） 福岡県久留米市螢川町４番地４ 市内 代表取締役 森　雅徳 0942-35-8650 0942-35-8652
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

157 （株）アセック 兵庫県尼崎市南初島町１２番地の６ 市外 代表取締役 荒木　宣人 06-6482-6660 06-6481-5455
精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ソフトウェア
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

159 王子テック（株）  久留米営業所 福岡県久留米市宮ノ陣５丁目１６－７８ 準市内 所長 松尾　佳直 0942-36-8282 0942-36-8246
機械機器・器具・厨房
機器

160 丸久（株） 福岡県久留米市上津町２５１０－３ 市内 代表取締役 馬場　伸二 0942-27-7240 0942-27-7233
消防・保安・安全衛生
保護具

衣料・繊維・被服 衣料・繊維・帽子 衣料・繊維・縫製品
衣料・繊維・その他
（衣料・繊維類）

161 （株）大塚商会 福岡県春日市松ケ丘４丁目８ 市外 代表取締役 大塚　隆司 092-595-0981 092-595-0300
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

162 （株）クリハラ 福岡県久留米市国分町１９７６－１ 市内 代表取締役 栗原　武治 0942-21-2868 0942-21-2870 一般資材・建築材料

163 （株）ルネックスプロテクト 福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１ 市外 代表取締役 平野　敬三 092-263-4411 092-263-4441 ＯＡ・ＯＡ用品

164 （有）大陽工業 福岡県久留米市野中町１４３４ 市内 代表取締役 牟田　祐一郎 0942-32-2974 0942-34-7956
事務用品・什器・事務
機器・什器

教材・学校用品・学校
用什器

165 （株）山文  福岡支店 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ 市外 支店長 市川　勝也 092-473-0889 092-473-1018
消防・保安・安全衛生
保護具

消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・交通安
全・道路保安

166 豊福組 福岡県久留米市山川神代３丁目９番１号 市内 　 豊福　政一 0942-43-8503 0942-43-8513
一般資材・セメント・
骨材

167 （株）ユーエスアイ  福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻１丁目７番５号 市外 所長 松田　博文 092-581-7220 092-581-7272
精密機器・理化学試験
研究機器

精密機器・計測・分析
機器

医療・衛生・検査試薬

169 高良内家具建具店 福岡県久留米市高良内町４５９０－１３ 市内 代表 古賀　年成 0942-21-2952 0942-21-2956 一般資材・建築材料
事務用品・什器・事務
機器・什器

170
リコージャパン（株）  福岡支社　MA営
業部

福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 市外 部長 山川　大作 092-791-4102 092-791-4103 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

171 （有）吉村自動車整備工場 福岡県久留米市城島町大依１６３－５ 市内 代表取締役 下浜　知博 0942-62-3212 0942-62-6433
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・自動車部品

176 中川建材（株） 福岡県久留米市山川町１４８８番地１ 市内 代表取締役 中川　章朗 0942-43-2131 0942-43-9561
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

一般資材・セメント・
骨材

178 （株）ジャノメ  福岡支店 福岡県福岡市早良区荒江３－１５－１２ 市外 支店長 平原　成二 092-833-5277 092-833-5279 日用品・手芸・ミシン 電気器具・電気製品
教材・学校用品・学校
用什器

179 （株）エトウスポーツ 福岡県久留米市小頭町１３９－１ 市内 代表取締役 江頭　正晃 0942-37-2700 0942-37-2710 教材・運動用品

180 田籠印房
福岡県久留米市田主丸町田主丸３９５－２
８

市内 田籠　慶峰 0943-72-2574 0943-73-0181
事務用品・什器・印章
類

181 （株）日立プラントサービス  九州支店 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１ 市外 支店長 沢田　健 092-262-7671 092-262-7673
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

183 （株）小山商会  福岡営業所 福岡県福岡市博多区半道橋２丁目６－１２ 市外 所長 水口　秀昭 092-433-1001 092-433-3555 衣料・繊維・寝具

184 九州東邦（株）  久留米営業所 福岡県久留米市津福本町８２７ 準市内 所長 寺﨑　秀嗣 0942-32-1111 0942-32-1101
医療・衛生・医療用薬
品

医療・衛生・家庭医薬
品

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

185 さかい電機
福岡県久留米市田主丸町田主丸３９５－１
６

市内 代表者 酒井　弘誠 0943-72-2667 0943-73-1840 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具
電気器具・その他（電
気器具類）

186 アサヒ管材（株） 福岡県久留米市御井旗崎５丁目２－５ 市内 代表取締役 鈴木　隆史 0942-41-0030 0942-41-0031
上・下水道用資材・配
管・器材

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

医療・衛生・工業用薬
品

187 金子印刷
福岡県久留米市田主丸町田主丸３０７番地
１

市内 金子　小夜子 0943-72-3035 0943-72-4321 印刷・事務用印刷

188 田中商店
福岡県久留米市善導寺町木塚１６７８番地
２

市内 代表 田中　歳博 0942-47-1129 0942-47-1201 売払い・再資源買受

189
システムラボラトリー（株）  久留米営
業所

福岡県久留米市百年公園１－１　久留米リ
サーチセンタービル研究開発棟

準市内 所長 齊藤　裕典 0942-37-6100 0942-37-6151 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器
精密機器・カメラ・写
真材料

精密機器・視聴覚機器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

190 （株）地域科学研究所  福岡事務所
福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目８－３
１　九州ビル

市外 福岡事務所長 木下　晋介 092-477-2670 092-477-2671 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

191 （株）ムサシ  福岡支店 福岡県福岡市博多区店屋町６－２５ 市外 支店長 荻野　勝紀 092-282-6301 092-282-6317 選挙・選挙用品 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

192 三原機工（株） 福岡県久留米市荒木町荒木１９７８－２ 市内 代表取締役 渡邊　秀幸 0942-26-3121 0942-27-2222
教材・学校用品・学校
用什器

機械機器・器具・厨房
機器

事務用品・什器・事務
機器・什器

193 （有）末崎計量器 福岡県久留米市朝妻町１３－３５ 市内 取締役 末﨑　繁 0942-43-4421 0942-43-7800
精密機器・計測・分析
機器

195 あけぼのスポーツ 福岡県久留米市通町３３４ 市内 　 小川　順子 0942-32-9387 0942-32-9387 教材・運動用品 ゴム・皮製品・靴
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

記念品・記章・カップ

197 津福工業（株） 福岡県久留米市梅満町１２０２ 市内 代表取締役 津福　一宏 0942-34-3456 0942-39-4079 電気器具・電気製品
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

200 （有）タックメディカル  久留米営業所 福岡県久留米市高良内町３７４８－１８ 準市内 営業所長 高木　義博 0942-40-7366 0942-40-7361
医療・衛生・医療用機
器

203 （株）ＮＴＴドコモ  九州支社 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目６－１ 市外 執行役員　九州支社長 齋藤　武 092-738-9820 092-739-9117 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器
精密機器・計測・分析
機器

207 石橋産業（株） 福岡県久留米市諏訪野町２３７８ 市内 代表取締役 髙木　寛生 0942-35-1484 0942-35-1488
一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

一般資材・アスファル
ト・コンクリート

一般資材・セメント・
骨材

208 ジーエム市原工業（株） 福岡県福岡市中央区平尾３丁目１７－６ 市外 代表取締役 澤田　悦幸 092-531-3352 092-531-0115 輸送機器・特殊自動車
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

209 環境計測（株）  福岡サービスセンター
福岡県福岡市東区青葉２丁目１０－７　ミ
レニアム青葉１０２号

市外 所長 横本　晃 092-691-3367 092-691-3367
精密機器・計測・分析
機器

ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

212 （株）ＪＰＦ 東京都千代田区富士見２丁目４－１１ 市外 代表取締役 渡辺　俊太郎 03-3265-4851 03-3239-4685 精密機器・視聴覚機器 電気器具・電気製品
精密機器・その他（精
密機器類）

213 鹿野中原堂 福岡県八女市吉田６６４－１ 市外 代表 鹿野　哲夫 0943-24-2713 0943-22-7551
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

214 （有）末次水道機材 福岡県久留米市津福本町６５４－５ 市内 取締役 末次　豊光 0942-33-4969 0942-33-4972
上・下水道用資材・配
管・器材

上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

216 川島美光堂（有） 福岡県久留米市中央町３１番地の６ 市内 代表取締役 川島　一滿 0942-34-2261 0942-34-5882
事務用品・什器・印章
類

広告装飾類・看板・プ
レート

217 東海リース（株）  福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目４－２ 市外 支店長 吉田　忠司 092-452-7771 092-452-7772
日用品・その他（日用
品類）

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

220 近藤塩元売（株） 福岡県久留米市瀬下町７番地 市内 代表取締役 近藤　修平 0942-32-4105 0942-38-0600
医療・衛生・工業用薬
品

一般資材・アスファル
ト・コンクリート

ごみ袋・包装資材・包
装資材

消防・保安・消防設
備・消火器

222 オリエントハウス（株）  福岡支店 福岡県福岡市南区弥永２丁目８－１０ 市外 支店長 福田　克己 092-588-1103 092-588-1105
一般資材・その他（一
般資材類）

225 稲田商店 福岡県久留米市日吉町１１－１１ 市内 　 稲田　幸生 0942-34-7179 0942-33-9385 日用品・手芸・ミシン

228 グリーンブルー（株）
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１
４番１２号

市外 代表取締役 杉本　健司 045-322-1011 045-410-3460 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア
精密機器・計測・分析
機器

229 （株）松村電機製作所  九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５－
２０

市外 支店長 柿野　寛 092-451-3831 092-451-3829
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

電気器具・電気製品

231 長尾印判店 福岡県久留米市小頭町１０－７ 市内 　 長尾　敏昭 0942-33-7041 0942-33-7041
事務用品・什器・印章
類

233 電協産業（株） 福岡県北九州市戸畑区中原東４丁目２－１ 市外 代表取締役 日野　哲雄 093-871-8061 093-871-8232
医療・衛生・工業用薬
品

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

234 （有）カスタムミュージックサービス 福岡県久留米市西町１２０１－２ 市内 代表取締役 久米　正貢 0942-34-2424 0942-34-2426 教材・音楽用品 教材・映画フィルム 電気器具・音響器具

235 （有）リビングライフこだま 福岡県久留米市小頭町１０番地３ 市内 代表取締役 児玉　秀仁 0942-32-8182 0942-34-0411 衣料・繊維・寝具
広告装飾類・室内装飾
品

記念品・贈答品 衣料・繊維・縫製品
消防・保安・交通安
全・道路保安

238 ナガノ印刷 福岡県久留米市荘島町２０－１８ 市内 代表者 長野　和夫 0942-32-5874 0942-35-1693 印刷・事務用印刷 印刷・軽印刷 印刷・一般印刷

239 （株）クローバーサポート 福岡県久留米市天神町８　リベール３階 市内 代表取締役 伊福　悟 0942-31-1400 0942-35-9681 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

241 （株）久留米科学機器 福岡県久留米市篠山町１６８番地の２５ 市内 代表取締役 髙着　泰則 0942-34-5149 0942-34-5132
精密機器・計測・分析
機器

精密機器・理化学試験
研究機器

教材・学校用品・学校
用什器

ＯＡ・ＯＡ機器 精密機器・視聴覚機器

247 日本調理機（株）  九州支店 福岡県大野城市瓦田４丁目１５－３０ 市外 支店長 今古賀　達生 092-572-0501 092-573-9170
機械機器・器具・厨房
機器

249 セコム（株） 東京都渋谷区神宮前１丁目５－１ 市外 代表取締役 尾関　一郎 03-5775-8475 03-5775-8921
医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

精密機器・その他（精
密機器類）

一般資材・建築材料

251 内外化学製品（株）  若松事業所
福岡県北九州市若松区南二島４丁目１３－
７

市外 所長 池田　謙一 093-791-3421 093-791-2096
医療・衛生・工業用薬
品

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

252 （株）平田ナーセリー 福岡県久留米市善導寺町木塚２８８－１ 市内 代表取締役 平田　雅典 0942-47-3810 0942-47-3100
農林水産物・生花・園
芸資材

農林水産物・飼料、肥
料

254 日本乾溜工業（株）  久留米営業部 福岡県久留米市山川沓形町１番４５号 準市内 久留米営業部長 木ノ下　修一 0942-44-3885 0942-44-4517
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

消防・保安・交通安
全・道路保安

258 （株）日本リモナイト 熊本県阿蘇市狩尾２８９ 市外 代表取締役 栗谷　利夫 0967-32-1082 0967-32-3709
医療・衛生・工業用薬
品

259 アサヒプリテック（株）  北九州事業所
福岡県北九州市門司区新門司３丁目８１－
５

市外 事業所長 木﨑　健逸 093-481-6050 093-481-6068 売払い・再資源買受

261 （株）映像システム  福岡営業所
福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目２－１
５　事務機ビル

市外 所長 稲津　義大 092-476-3177 092-476-3172 電気器具・音響器具 精密機器・視聴覚機器
精密機器・その他（精
密機器類）

262 （株）フクト 福岡県福岡市中央区薬院４－３－２０ 市外 代表取締役 安村　洋三 092-522-2910 092-522-7539
教材・学校用品・学校
用什器

263 （有）森山文具事務機 福岡県久留米市津福本町５６－５ 市内 代表取締役 森山　幸嗣 0942-35-6315 0942-35-6302
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

ＯＡ・ＯＡ機器

265 （株）ディエスジャパン  福岡店 福岡県糟屋郡久山町大字猪野８７８－５１ 市外 店長 小村　伸二 092-931-6311 092-931-6312 ＯＡ・ＯＡ用品 ＯＡ・ＯＡ機器
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

266 （株）ニッコク  九州支店 福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目９－２４ 市外 支店長 伊藤　公一 092-661-7801 092-661-7602
上・下水道用資材・水
道メーター

267 九州テクニカルメンテナンス（株） 熊本県熊本市東区健軍一丁目38番1号 市外 代表取締役社長 鯵川　太司 096-365-8001 096-365-8002
医療・衛生・工業用薬
品

精密機器・計測・分析
機器

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

268
日本メンテナスエンジニヤリング（株）
九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目３１－
１

市外 支店長 塩田　真輔 092-474-6678 092-474-6678
医療・衛生・工業用薬
品

精密機器・計測・分析
機器

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

269 （有）ポスヤマダ 福岡県久留米市西町１０４１－１１ 市内 代表取締役 山田　圭一 0942-33-8324 0942-33-8327
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

ＯＡ・ＯＡ用品 記念品・贈答品 記念品・記章・カップ

270 猿渡水道管材（株） 福岡県久留米市諏訪野町２００２ 市内 代表取締役 猿渡　剛史 0942-34-8878 0942-33-9835
上・下水道用資材・配
管・器材

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

一般資材・アスファル
ト・コンクリート

272 日産自動車販売（株）  福岡支社 福岡県福岡市博多区半道橋１丁目９－１０ 市外 支社長 西川　勝久 092-477-8223 092-477-8224 輸送機器・特殊自動車
輸送機器・自動車販売
（新車）

274
ヤンマーエネルギーシステム（株）  福
岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－５ 市外 支店長 細　博明 092-441-0731 092-473-0667
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

276 （株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 市外 代表取締役 川﨑　友裕 0985-25-8228 0985-29-0792 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

278 （株）ツルサキコーポレーション 福岡県久留米市本町２２３番地 市内 代表取締役 津留崎　久麿 0942-32-3852 0942-32-3876
機械機器・器具・厨房
機器

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

日用品・陶磁器・漆器

280 大友プリント 福岡県久留米市南三丁目６－１２ 市内 　 大友　克昭 0942-21-1564 0942-21-1596 印刷・軽印刷 印刷・事務用印刷

281 （株）エイシマ 福岡県久留米市野中町１４５７－１ 市内 代表取締役 永島　猛 0942-32-2660 0942-32-2747 日用品・陶磁器・漆器
機械機器・器具・厨房
機器

医療・衛生・家庭医薬
品

記念品・贈答品

282 （有）タイセン社 福岡県久留米市通町１０４－２ 市内 取締役 中島　保徳 0942-32-4797 0942-32-4799
事務用品・什器・印章
類

287 都築電気（株）  九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１１－５ 市外 支店長 葭本　和幸 092-411-6910 092-471-6841 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器 ＯＡ・ソフトウェア

289 ヴィーノ（有） 福岡県久留米市三潴町高三潴１９６８ 市内 代表取締役 田中　康典 0942-65-1018 0942-65-1402
広告装飾類・室内装飾
品

広告装飾類・どん帳
日用品・清掃用品（業
務用）

290 （有）新幸印刷 福岡県久留米市北野町冨多１２１－９ 市内 代表取締役 轟　勝弘 0942-78-4715 0942-78-7321 印刷・軽印刷 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

292 （有）ムツミ印刷 福岡県久留米市梅満町５６２番地５ 市内 取締役 一木　圭三 0942-32-9446 0942-34-9927 印刷・事務用印刷

293 （株）日立ソリューションズ西日本 福岡県福岡市早良区百道浜二丁目１番１号 市外 第２営業本部長 岡田　孝司 092-844-0010 092-844-8241 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

296 ノーリツ（株） 福岡県久留米市津福本町1644-1 市内 代表取締役 西川　洋一 0942-33-1018 0942-32-0119
事務用品・什器・文房
具・紙

297 （有）タク設備システム 福岡県久留米市長門石２丁目１１－４３ 市内 代表取締役 西尾　公孝 0942-31-5963 0942-31-5963 電気器具・電気製品
機械機器・器具・厨房
機器

広告装飾類・室内装飾
品

301 （有）國武印刷所 福岡県久留米市小森野１丁目９－２１ 市内 取締役 國武　正三 0942-32-4889 0942-31-0400 印刷・事務用印刷 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

302
（株）富士通ゼネラル  九州情報通信
ネットワーク営業部

福岡県福岡市南区横手一丁目１２番４５号 市外 部長 小美濃　幹則 092-572-2111 092-572-2116 電気器具・通信機器

304 扶桑電通（株）  九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１８－
７

市外 執行役員支店長 0942-尾崎　圭吾 092-412-6761 092-412-6777 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器

305 山下医科器械（株）  筑後支社 福岡県久留米市宮ノ陣３丁目２－３６ 準市内 支社長 姫野　直紀 0942-31-1166 0942-31-1160
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・検査試薬
精密機器・理化学試験
研究機器

306 （株）でんきのアズ 福岡県久留米市田主丸町豊城１７３５－１ 市内 代表取締役 竹下　武美 0943-72-0019 0943-72-1057 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具

307 日吉プリント社 福岡県久留米市本町１０－２５ 市内 代表者 田中　傳 0942-32-7277 0942-32-7347 印刷・軽印刷

308 千代田興産（株）  本社営業統括部 福岡県福岡市中央区白金２丁目５－１６ 市外 本社営業統括部長 佐藤　俊秀 092-533-2983 092-533-2998
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器

311 東京優芳園（株）  岐阜農場 岐阜県中津川市中川町４－４３ 市外 統括部長 勝　渉 0573-66-6111 0573-65-6111
広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

農林水産物・生花・園
芸資材

315 あらきスポーツ 福岡県久留米市田主丸町田主丸２７８－６ 市内 　 荒木　重勝 0943-73-0925 0943-73-0925 教材・運動用品

318 （株）サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠２丁目１３－７ 市外 代表取締役 筒　芳成 092-522-6811 092-531-5645
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

電気器具・音響器具 電気器具・電気製品

319 クボタ環境サービス（株）  九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２－８ 市外 支店長 高田　新士 092-472-9783 092-473-2409
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

医療・衛生・工業用薬
品

320 （株）井上建機リース 福岡県久留米市東合川１丁目８－３２ 市内 代表取締役 井上　祐治 0942-44-4350 0942-44-4355
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

輸送機器・自動車販売
（新車）

321 エコー電子工業（株）  本社 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目１－２ 市外 本社責任者 守　正幸 092-471-0848 092-471-8621 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

322 丸茂電機（株）  福岡営業所 福岡県福岡市中央区大名１－１４－４５ 市外 所長 江森　清 092-741-4762 092-741-4764
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

327 大成ジオテック（株） 福岡県久留米市西町１１７４－１０ 市内 代表取締役社長 横山　巖 0942-34-5622 0942-33-1771 ＯＡ・ソフトウェア 印刷・その他（印刷） ＯＡ・ＯＡ機器

328 ツカモト広告社 福岡県久留米市小森野５丁目１６－１６ 市内 代表 塚本　徹也 0942-33-0681 0942-33-0683
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

330 （株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 市外 代表取締役 森　信介 03-3291-2121 03-3291-6886
医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

332 神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目３－８ 市外 代表取締役 藤岡　亮介 078-321-2522 078-321-2559 電気器具・音響器具 精密機器・視聴覚機器 印刷・軽印刷

334 （有）大津紙源  久留米営業所 福岡県久留米市東合川３丁目７－７ 準市内 取締役 大津　正士 0942-44-9013 0942-44-9014 売払い・再資源買受

335 日本機械工業（株）  福岡営業所 福岡県福岡市南区大橋１丁目２０－１９ 市外 所長 藤　計輝 092-542-3361 092-542-3471 輸送機器・特殊自動車

337 （株）オプティマ 東京都品川区大崎三丁目５番２号 市外 代表取締役 森田　宏樹 03-3493-8800 03-3493-3833 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

340 第一警備保障（株）  久留米支社 福岡県久留米市東町４－９ 準市内 支社長 前田　猛 0942-33-1671 0942-33-8298
消防・保安・消防設
備・消火器

精密機器・その他（精
密機器類）

消防・保安・交通安
全・道路保安

341 筑陽（株） 福岡県久留米市寺町６３－１５ 市内 代表取締役 古賀　徹 0942-33-5671 0942-34-5964
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

342
ヒビノスペーステック（株）  九州営業
所

福岡県福岡市中央区長浜１－１－１　ＫＢ
Ｃビル９階

市外 所長 浦崎　仁裕 092-715-8545 092-715-8540 電気器具・音響器具 精密機器・視聴覚機器 電気器具・電気製品

347 久留米製印（名） 福岡県久留米市本町１６－３０ 市内 代表社員 古賀　吉雄 0942-32-4021 0942-32-4020
事務用品・什器・印章
類

349 （株）菅原  福岡営業所 福岡県福岡市東区箱崎４丁目１５番３７号 市外 所長 今林　忠久 092-641-7361 092-641-8890
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

精密機器・計測・分析
機器

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

351 （株）クボタ  九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２－８ 市外 支社長 和田　季弘 092-473-2401 092-472-0094
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

上・下水道用資材・配
管・器材

353 オリジナル設計（株）  福岡事務所
福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目６番１
２号

市外 所長 渡邊　光則 092-472-0611 092-474-8152 ＯＡ・ソフトウェア

354 （株）カジワラ商事  久留米店
福岡県久留米市本町３－３　ロータリービ
ル３０３号室

準市内 店長 石井　公彦 0942-38-6375 0946-22-0285
事務用品・什器・事務
機器・什器

事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

教材・学校用品・学校
用什器

ＯＡ・ＯＡ用品

356 （株）福岡生物産業開発研究所 福岡県久留米市北野町中２７５－８ 市内 代表取締役 田中　鈴子 0942-78-6135 0942-78-0201
農林水産物・その他
（農林水産物類）

農林水産物・飼料、肥
料

上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

357 （有）青葉出版 福岡県久留米市南一丁目８番７号 市内 取締役 山﨑　康弘 0942-46-9200 0942-46-9210
教材・学校用品・学校
用什器

360 福岡県教育用品（株）  筑紫支店
福岡県筑紫野市上古賀４丁目１６－２　オ
フィスパレア筑紫野Ⅱ　Ｂ－２

市外 支店長 川元　正弘 092-555-3234 092-555-3235
教材・学校用品・学校
用什器

教材・運動用品
事務用品・什器・文房
具・紙

361 橋本事務機（株） 福岡県久留米市中央町２０－３２ 市内 代表取締役社長 橋本　和幸 0942-34-3261 0942-37-1777
事務用品・什器・事務
機器・什器

精密機器・視聴覚機器 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

363 （株）大東 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕４３２５－１ 市外 代表取締役 栗山　吉継 0952-28-6500 0952-22-5735
消防・保安・安全衛生
保護具

消防・保安・消防設
備・消火器

衣料・繊維・被服

365 平岡電気（株） 福岡県久留米市東櫛原町８７１ 市内 代表取締役 平岡　光一 0942-31-2000 0942-33-9657 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具

366 情報機器エンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区中呉服町５－１４ 市外 代表取締役社長 宮﨑　博永 092-283-8500 092-282-3265 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

373 大丸硝子（株） 福岡県久留米市津福今町字新堀２２６－５ 市内 代表取締役 田中　廣 0942-34-3973 0942-34-5322 一般資材・建築材料

377 （有）牟田鉄工所 福岡県久留米市三潴町清松２９４－１ 市内 代表取締役 牟田　芳祐 0942-64-5025 0942-64-4111
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

上・下水道用資材・配
管・器材

379 （株）ゼンリン  福岡営業所 福岡県福岡市博多区住吉４丁目１番５号 市外 所長 緒方　賢一 092-710-6074 092-710-6075 印刷・その他（印刷） 教材・図書出版・販売 ＯＡ・ソフトウェア

380 国武勇典商店 福岡県久留米市草野町吉木１４－１ 市内 代表者 国武　三千男 0942-47-0145 0942-47-4789 農林水産物・茶

381 国際航業（株）  福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目６－３ 市外 支店長 有吉　誠 092-451-5001 092-481-2594 印刷・その他（印刷） ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

383 （株）エヌ・ティ・ティ・データ九州
福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１７－
２１

市外 代表取締役 佐藤　歩 092-475-5129 092-475-5261 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器

384 樋口薬品工業（株） 福岡県福岡市南区的場２丁目２５番１１号 市外 代表取締役 樋口　哲也 092-585-0611 092-585-0860
医療・衛生・工業用薬
品

390 タイキ薬品工業（株） 福岡県福岡市東区東浜１丁目９－４ 市外 代表取締役 三宅　孝一 092-641-5736 092-641-4440
医療・衛生・工業用薬
品

397 （有）久留米よいこのくに社
福岡県久留米市上津町字本山２０７２番地
の４１５

市内 代表取締役 隅田　公輔 0942-21-5245 0942-21-5124 教材・保育用品

404 ニシム電子工業（株）  福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目９－２２ 市外 支店長 山﨑　庄次 092-716-0246 092-711-0388 電気器具・通信機器
電気器具・その他（電
気器具類）

ＯＡ・ＯＡ機器

405 （株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３丁目１－１ 市外 代表取締役 細川　博史 03-3943-2221 03-3943-8441 教材・図書出版・販売 教材・映画フィルム
事務用品・什器・事務
機器・什器

406 江崎紙文具店 福岡県久留米市小頭町１２９ 市内 　 江﨑　秀明 0942-32-3659 0942-39-0172
事務用品・什器・文房
具・紙

ＯＡ・ＯＡ用品
事務用品・什器・事務
機器・什器

教材・運動用品

410 （株）管総研 兵庫県尼崎市浜１丁目１－１ 市外 代表取締役社長 川久保　知一 06-6470-6300 06-4960-4560 ＯＡ・ソフトウェア

411 （株）ＲＫＫＣＳ
熊本県熊本市中央区九品寺一丁目５番１１
号

市外 代表取締役 金子　篤 096-312-5140 096-312-5200 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

416 下川印刷所 福岡県久留米市西町１０５９－５ 市内 代表者 下川　健 0942-32-2839 0942-32-2927 印刷・事務用印刷 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

417 西部電気工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目７－１ 市外 代表取締役社長 熊本　敏彦 092-418-3174 092-418-3150 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器 ＯＡ・ソフトウェア

418 東亜建設技術（株） 福岡県福岡市西区西の丘１丁目７－１ 市外 代表取締役 藤田　茂久 092-892-7711 092-892-7731 印刷・その他（印刷） ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

421
南国殖産（株）  エネルギー事業本部福
岡支店産業エネルギー・販売店課久留米
直売

福岡県久留米市諏訪野町２３６０ 準市内 副参事 小畑　光一 0942-33-0351 0942-38-6389 輸送機器・自動車部品
工業ガス・燃料・石油
製品（※ただし、ｶﾞｿﾘ
ﾝ、

422 （株）ニシイ  久留米支店久留米営業所 福岡県久留米市梅満町１７１３番地７ 準市内 所長 藤田　道則 0942-65-9241 0942-65-9251
医療・衛生・工業用薬
品

423 井上紙工印刷（株） 福岡県朝倉市持丸６２５－１ 市外 代表取締役 井上　慶一郎 0946-22-3951 0946-22-0131 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷 印刷・その他（印刷）

424 （有）馬場事務機 福岡県久留米市高良内町１１９４－７ 市内 代表取締役 馬場　博敏 0942-44-7188 0942-44-7282
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

425 （株）ウインドコンビニ 福岡県久留米市通町１０９－１３ 市内 代表取締役 堤　清一 0942-40-1134 0942-40-1135 一般資材・建築材料

426
（株）ＮＴＴファシリティーズ  九州支
店

福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１７番
２１号

市外 支店長 粟野　治 092-436-8118 092-418-1320
電気器具・その他（電
気器具類）

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

430 （有）博映商事
福岡県福岡市中央区舞鶴１丁目３－３１－
２２０

市外 代表取締役 片岡　秀規 092-741-0306 092-741-6628 教材・映画フィルム
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

432 （株）岩田屋三越  岩田屋久留米店 福岡県久留米市天神町１丁目１ 準市内 店長 井上　浩 0942-35-7111 0942-39-2680
消防・保安・消防設
備・消火器

記念品・贈答品
消防・保安・安全衛生
保護具

精密機器・時計・貴金
属

記念品・記章・カップ

436 藤山庭園 福岡県久留米市藤山町８４２－１ 市内 代表者 中尾　信昭 0942-22-1330 0942-22-1344
農林水産物・生花・園
芸資材

437 国武印刷所 福岡県久留米市中央町２２－４２ 市内 代表 国武　健一 0942-38-9771 0942-38-1873 印刷・事務用印刷 印刷・軽印刷

438 金剛（株）  九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目２０－
１５　第７岡部ビル９Ｆ

市外 支店長 伊集院　直親 092-433-3988 092-433-3987
事務用品・什器・事務
機器・什器

439 （株）福岡トーハツ 福岡県福岡市中央区平尾３丁目１７－６ 市外 代表取締役 澤田　守雄 092-531-4960 092-531-0288 輸送機器・特殊自動車
消防・保安・安全衛生
保護具

消防・保安・消防設
備・消火器

440 大栄電通（株） 福岡県久留米市長門石２丁目２－２３ 市内 代表取締役 大森　康一郎 0942-35-2100 0942-32-2200
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

電気器具・通信機器
精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ＯＡ機器 精密機器・視聴覚機器

448 沖電気工業（株）  九州支社 福岡県福岡市中央区天神二丁目１３番７号 市外 支社長 岡田　佳之 092-771-9111 092-781-3823 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器

450
扇精光ソリューションズ（株）  福岡支
店

福岡県福岡市南区塩原１－２８－３０ 市外 支店長 久原　慎 092-408-2530 092-408-2528 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

454 ヒリュー装美（株）  久留米支店 福岡県久留米市御井旗崎１丁目６－１４ 準市内 支店長 緒方　啓二 0942-65-5394 0942-65-5794
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

ゴム・皮製品・テン
ト・シート

広告装飾類・看板・プ
レート

電気器具・音響器具

462 ＹＴＳ川善 福岡県久留米市大善寺町宮本２１０－１ 市内 代表 川原　安史 0942-27-1679 050-1551-9880 教材・音楽用品

463 （株）ドット・コミュニケーションズ
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２７－
２４

市外 代表取締役 石橋　隆次 092-412-5155 092-412-5666
日用品・その他（日用
品類）

464 （株）スポーツテクノ和広  九州支店 福岡県久留米市東合川１丁目５－２７ 準市内 取締役支店長 釘嶋　学 0942-43-8191 0942-44-7674 教材・運動用品
一般資材・セメント・
骨材

一般資材・その他（一
般資材類）

465 （有）高山製作所  久留米営業所
福岡県久留米市城島町城島字新町２１２－
１

準市内 営業所長 宮原　和宏 0942-62-1722 0942-62-1722 教材・運動用品
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

教材・学校用品・学校
用什器

467 （名）松枝商店 福岡県久留米市日吉町１４番地の５４ 市内 社員 松枝　秀一 0942-32-3532 0942-32-0017
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

ＯＡ・ＯＡ用品

470 （有）山口印刷所 福岡県久留米市城島町城島２０５の１ 市内 取締役 山口　昌子 0942-62-3309 0942-62-3384 印刷・事務用印刷 印刷・軽印刷

471 （株）内野 福岡県久留米市東合川五丁目１０番５号 市内 代表取締役社長 内野　恭裕 0942-44-1121 0942-44-6270
事務用品・什器・文房
具・紙

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

475 （株）データベース  九州支店
福岡県福岡市中央区平尾５丁目１４－３１
－３０３

市外 支店長 本多　弘明 050-3499-4437 092-531-1070
医療・衛生・工業用薬
品

上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

476 （有）システム・レコ 福岡県古賀市今の庄３丁目１３番１号 市外 取締役 仲村　定美 092-940-2501 092-940-2506 印刷・その他（印刷）

477 西日本電信電話（株）　  九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 市外 執行役員九州支店長 梶原　全裕 092-434-8006 092-432-3906 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

478 （株）上海堂
福岡県北九州市八幡西区藤田一丁目３－１
５

市外 代表取締役 渡邉　秀一 093-621-0345 093-641-8935
教材・学校用品・学校
用什器

480
（株）ＨＹＳエンジニアリングサービス
九州営業所

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１３－
３４

市外 所長 下山　治 050-3383-3345 092-412-5939 電気器具・通信機器
精密機器・その他（精
密機器類）

483 （株）まるや 福岡県久留米市田主丸町田主丸２７６－１ 市内 代表取締役 髙山　邦寿 0943-72-2342 0943-73-3345 記念品・贈答品 記念品・記章・カップ 衣料・繊維・寝具

484
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン（株）  九州社

福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 市外 社長 古賀　司郎 092-271-7635 092-271-7671 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器 精密機器・視聴覚機器

490 ダイワインクス（株） 福岡県久留米市東合川六丁目２－５ 市内 代表取締役 五味　耕太郎 0942-43-0331 0942-43-5020 印刷・一般印刷

491
（株）富士通エフサス  ビジネス部門業
務推進統括部

東京都品川区西品川一丁目１番１号 市外 統括部長 角矢　茂雄 03-5747-9300 03-5435-3229 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器

493 亀屋硝子（株） 福岡県久留米市通町１０８－７ 市内 代表取締役 堤　清一 0942-33-1376 0942-38-3298 一般資材・建築材料

498 テスコ（株） 東京都千代田区西神田一丁目４－５ 市外 代表取締役 髙橋　久治 03-5244-5311 03-5244-5661
医療・衛生・工業用薬
品

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

500 飛永被服（株） 福岡県久留米市日ノ出町６４番地 市内 代表取締役 飛永　雅之 0942-32-5053 0942-32-9228
消防・保安・安全衛生
保護具

衣料・繊維・被服 衣料・繊維・縫製品 衣料・繊維・帽子

503 トータリゼータエンジニアリング（株） 東京都品川区南大井六丁目２０－１４ 市外 代表取締役 中三川　和則 03-5762-5500 03-5762-5519
電気器具・その他（電
気器具類）

電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器

504 四国情報管理センター（株） 高知県高知市一ツ橋町１－３６ 市外 代表取締役社長 中城　一 088-825-3571 088-825-3587 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

506 愛知時計電機（株）  福岡支店
福岡県福岡市南区高宮五丁目３－１２　ニ
シコーリビング高宮５Ｆ

市外 支店長 紀平　敏行 092-534-2050 092-534-2030
上・下水道用資材・水
道メーター

507 九州武道具（株） 福岡県久留米市野中町９１２－２ 市内 代表取締役 森　寿夫 0942-33-5927 0942-34-6197 教材・運動用品

512 コウフ・フィールド（株）
福岡県福岡市博多区東那珂２丁目１９－２
５

市外 代表取締役 加治木　英隆 092-481-8639 092-474-3955 教材・運動用品
一般資材・セメント・
骨材

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

515 月島機械（株）  福岡支店 福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－５ 市外 支店長 林　伊知郎 092-741-5736 092-761-4806
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

516 香和印刷（株） 福岡県久留米市津福本町２３２０－１５ 市内 代表取締役社長 川久保　康彦 0942-38-3111 0942-38-3891 印刷・一般印刷

517 井上ミシン商会 福岡県久留米市中央町１８－１７ 市内 代表 井上　英俊 0942-32-5016 0942-32-5171 日用品・手芸・ミシン

518 久留米月星商事（株） 福岡県久留米市中央町３５－３ 市内 代表取締役 倉田　正平 0942-32-5231 0942-38-1879 ゴム・皮製品・靴 衣料・繊維・被服
消防・保安・安全衛生
保護具

519 西日本タイムサービス（有） 福岡県久留米市国分町２５４番地２ 市内 取締役 髙田　正文 0942-22-2295 0942-22-2295
精密機器・時計・貴金
属

520 三光（株）  九州支店 福岡県久留米市通町８番地の１６ 市内 支店長 髙島　正博 0942-33-8411 0942-33-8415
医療・衛生・工業用薬
品

522 旭プリント（有） 福岡県久留米市櫛原町９９－１５ 市内 取締役 林　泰生 0942-32-8830 0942-38-9588 印刷・軽印刷

524 （株）マツウラ 福岡県柳川市三橋町江曲１３７－２ 市外 代表取締役 松浦　文人 0944-73-3964 0944-72-4888
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・特殊自動車
消防・保安・消防設
備・消火器

525 （株）西日本企画サービス 福岡県久留米市東合川３－１０－３６ 市内 代表取締役社長 淀木　雄二 0942-44-2786 0942-44-0577 電気器具・電気製品 電気器具・音響器具
広告装飾類・看板・プ
レート

526 （株）十八防災システム 福岡県久留米市長門石一丁目３番３４号 市内 代表取締役 田中　信幸 0942-32-3469 0942-32-3963
消防・保安・消防設
備・消火器

529 （株）アラキ 福岡県久留米市荒木町荒木１９６４－１５ 市内 代表取締役 松岡　良幸 0942-27-2659 0942-27-2472
日用品・石けん・洗剤
（合成洗剤以外）

ごみ袋・包装資材・包
装資材

医療・衛生・防疫用薬
品

広告装飾類・看板・プ
レート

消防・保安・消防設
備・消火器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

533 エスアイ企画 福岡県久留米市宮ノ陣４－４５－７ 市内 代表 井手　亮男 0942-36-9211 0942-36-9212
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

事務用品・什器・印章
類

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

535
福岡県石油協同組合　  筑後支部久留米
部会

福岡県久留米市天神町３３の２　岡崎ビル
４階Ｓ

準市内 部会長 実松　圭治 0942-33-8626 0942-33-8720
工業ガス・燃料・石油
製品（※ただし、ｶﾞｿﾘ
ﾝ、

537 （株）九州博報堂 福岡県福岡市中央区天神１丁目４番１号 市外 代表取締役 江﨑　信友 092-711-3171 092-711-3151
広告装飾類・イベント
用品

印刷・一般印刷 記念品・記章・カップ

539 （有）室岡商店 福岡県久留米市大善寺町宮本３６７－１６ 市内 代表取締役 松元　康 0942-27-1238 0942-27-1270 売払い・再資源買受

541 （株）中村商会 福岡県久留米市国分町１４１５－４ 市内 代表取締役 中村　司 0942-21-3053 0942-21-3597
消防・保安・消防設
備・消火器

輸送機器・特殊自動車
消防・保安・安全衛生
保護具

543 不二プリント社 福岡県久留米市東櫛原町２８７４－１４ 市内 代表 大坪　孝 0942-33-5322 0942-33-5322 印刷・軽印刷

544 （有）さか井薬局 福岡県久留米市西町１０６１の２ 市内 代表取締役 酒井　ツタエ 0942-32-5661 0942-38-3523
医療・衛生・家庭医薬
品

医療・衛生・医療用薬
品

医療・衛生・医療用機
器

545 兼定興産（株） 福岡県久留米市野中町６４０－１ 市内 代表取締役 野下　兼司郎 0942-33-8121 0942-33-8122
医療・衛生・工業用薬
品

546 久野印刷（株） 福岡県福岡市博多区奈良屋町３－１ 市外 代表取締役 久野　正人 092-410-5711 092-936-6262 印刷・フォーム印刷 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷

547 （有）とみた  福岡店 福岡県大野城市御笠川２－１－１２ 市外 支配人 冨田　宜邦 092-558-9523 092-558-9524
精密機器・計測・分析
機器

精密機器・その他（精
密機器類）

548
ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）
福岡ビジネス営業部

福岡県久留米市日吉町２３－３ 準市内
取締役　福岡ビジネス
営業部長

中村　哲 0942-39-8350 0942-39-8351 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

552 いすゞ自動車九州（株）  久留米支店 福岡県久留米市宮ノ陣町若松１－１１ 準市内 支店長 柴田　寛和 0942-38-1717 0942-38-1790
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・特殊自動車

555 ふじや事務用品（株） 福岡県久留米市東櫛原町１０１７－２ 市内 代表取締役 野中　健次 0942-34-6151 0942-34-6099
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

教材・学校用品・学校
用什器

ＯＡ・ＯＡ用品 記念品・贈答品

556 宝燃料工業（株）
福岡県福岡市南区大橋２－１１－１６岩井
ビル２０１号

市外 代表取締役 川野　智紀 092-557-8610 092-557-8626
医療・衛生・工業用薬
品

559 （有）すみよし
福岡県久留米市安武町住吉住吉１１４５－
２

市内 取締役 竹下　美由紀 0942-27-2856 0942-27-2868
広告装飾類・室内装飾
品

560 ニッカ化成（株） 福岡県久留米市梅満町５３４－５ 市内 代表取締役社長 松尾　亨 0942-33-9271 0942-33-9279
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ごみ袋・包装資材・そ
の他（包装資材類）

561 赤穂印刷（株）
福岡県久留米市中央町１－１　ザ・ライオ
ンズ久留米ウェリスタワー９０６号

市内 代表取締役 赤穂　孝秀 0942-27-8398 0942-27-8581 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷 印刷・軽印刷

562 （株）ガスショップ　セイブル 福岡県久留米市津福本町１６９３－１０ 市内 代表取締役 今里　真二 0942-37-3323 0942-37-3326
機械機器・器具・厨房
機器

563 中島書店 福岡県久留米市国分町８０５－２ 市内 　 中嶋　楠雄 0942-21-5632 0942-21-5632 教材・図書出版・販売
教材・学校用品・学校
用什器

教材・その他（教材
類）

564 九有電子工業（株） 福岡県福岡市早良区田隈２－２４－１７ 市外 代表取締役 末廣　浩一 092-865-1800 092-865-1103 電気器具・音響器具
精密機器・その他（精
密機器類）

電気器具・通信機器

565 九州スズキ販売（株）  久留米支店 福岡県久留米市上津２－９－８ 準市内 支店長 中村　淳 0942-22-5246 0942-21-5947
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・自動車部品

566 ミドリ安全有明（株）  久留米営業所 福岡県久留米市合川町１５６９－２ 準市内 所長 上野　健一 0942-36-5520 0942-36-5521
消防・保安・安全衛生
保護具

消防・保安・消防設
備・消火器

医療・衛生・家庭医薬
品

消防・保安・交通安
全・道路保安

消防・保安・その他
（消防・保安類）

567 尚文堂印刷（有） 福岡県久留米市荘島町８－２４ 市内 代表取締役 坂田　一男 0942-39-1552 0942-39-1503 印刷・事務用印刷 印刷・軽印刷 印刷・一般印刷

569 （株）富士コピント 福岡県久留米市通東町３－５ 市内 代表取締役 吉住　俊二 0942-38-9065 0942-38-9075 印刷・その他（印刷）

570 （株）かがし屋  久留米支店 福岡県久留米市荒木町白口１８０４－３ 準市内 執行役員支店長 緒方　正行 0942-51-3755 0942-51-3766
事務用品・什器・事務
機器・什器

教材・学校用品・学校
用什器

精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ＯＡ機器
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

571 （有）橋本電装 福岡県久留米市上津町１６９２－５ 市内 取締役 橋本　武典 0942-21-7416 0942-21-7420 輸送機器・自動車部品

573 小川楽器（株）　  久留米店 福岡県久留米市六ツ門町８－１ 準市内 取締役社長 今村　秀一 0942-34-4649 0942-34-4650 教材・音楽用品 電気器具・音響器具 精密機器・視聴覚機器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

574 （株）九州コーユー 佐賀県小城市三日月町金田８１３ 市外 代表取締役 森内　康之 0952-73-4131 0952-73-4645 印刷・フォーム印刷 印刷・特殊印刷 印刷・一般印刷

575 （株）日立製作所  九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 市外 支社長 渋谷　貴弘 092-852-1111 092-844-7558 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器
精密機器・計測・分析
機器

576 吉田商事 福岡県久留米市安武町住吉６３４ 市内 　 吉田　裕登 0942-26-2882 0942-26-2882 売払い・再資源買受

577 フジテコム（株）  九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－４－２ 市外 支店長 松河　孝次 092-474-3225 092-474-3894
精密機器・理化学試験
研究機器

精密機器・計測・分析
機器

579 （株）立石弟硝子店 福岡県久留米市本町１６－３１ 市内 代表取締役 立石　勝 0942-32-8991 0942-32-8999 一般資材・建築材料
広告装飾類・室内装飾
品

580 船津電化サービス 福岡県久留米市城島町楢津１３５２－４ 市内 代表者 舩津　忠敏 0942-62-2927 0942-62-4104 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具

582 （株）倉重ポンプ商会 福岡県久留米市梅満町１３６－５ 市内 代表取締役 倉重　功 0942-33-0551 0942-33-0553
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

輸送機器・特殊自動車 電気器具・通信機器

583 （有）正能刃物製作所 福岡県久留米市原古賀町２９－１５ 市内 取締役 加藤　雅樹 0942-32-4980 0942-32-4989
教材・学校用品・学校
用什器

587 （有）木屋本店 福岡県久留米市中央町２４－６ 市内 代表取締役 中島　勝 0942-32-2086 0942-32-4581 農林水産物・茶

590 （株）創電 福岡県福岡市中央区那の川２－７－７ 市外 代表取締役 井上　毅彦 092-707-0300 092-707-0301 電気器具・電気製品
事務用品・什器・事務
機器・什器

ＯＡ・ＯＡ機器

591 桑村産興（株） 福岡県久留米市東合川新町６－１８ 市内 代表取締役社長 織田　剛郎 0942-44-3121 0942-44-3260
医療・衛生・工業用薬
品

ゴム・皮製品・靴
農林水産物・飼料、肥
料

594 イトウスポーツ 福岡県久留米市御井町８７３－２ 市内 代表 伊藤　雅章 0942-43-3553 0942-44-1650 教材・運動用品
消防・保安・安全衛生
保護具

衣料・繊維・帽子
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

記念品・記章・カップ

595 荏原実業（株）  広島事務所 広島県広島市東区東蟹屋町１５－３ 市外 所長 鈴木　裕之 082-263-6450 082-263-6538
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

精密機器・計測・分析
機器

医療・衛生・工業用薬
品

596 （有）山口商事  久留米支店 福岡県久留米市三潴町高三潴１１７７－７ 準市内 支店長 山口　孝造 0942-55-4865 0942-55-1182 教材・保育用品 教材・図書出版・販売
教材・学校用品・学校
用什器

597 （有）川原文章堂 福岡県久留米市荒木町荒木１１９５－４ 市内 取締役 川原　明 0942-27-3029 0942-26-7371
事務用品・什器・文房
具・紙

記念品・贈答品
教材・学校用品・学校
用什器

事務用品・什器・事務
機器・什器

事務用品・什器・印章
類

598 （有）宮野貞一商店 福岡県久留米市東町５０６ 市内 取締役 宮野　悦子 0942-32-9015 0942-32-9099
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

教材・学校用品・学校
用什器

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

599 （株）ナカムラ消防化学  福岡営業所
福岡県福岡市博多区東光２－１８－３７
セイントビル１Ｆ１０１

市外 所長 山口　貴志 092-461-8202 092-461-8228 輸送機器・特殊自動車
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

601 （株）麻生情報システム  飯塚事業所
福岡県飯塚市吉原町６番１号あいタウン３
階

市外 飯塚事業所長 大庭　文志郎 0948-26-5080 0948-25-3514 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

603 （株）松機 福岡県久留米市諏訪野町２３１６ 市内 代表取締役 坂口　直行 0942-35-4103 0942-35-4109
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

ＯＡ・ＯＡ用品 ＯＡ・ＯＡ機器
精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ソフトウェア

604 國富（株）  福岡営業所 福岡県福岡市東区松島６丁目１３番２８号 市外 所長 廣渡　喜行 092-621-3922 092-621-3944 教材・運動用品
消防・保安・消防設
備・消火器

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

606 福岡安全センター（株） 福岡県福岡市中央区天神３丁目１１－１ 市外 代表取締役 内山　守太 092-711-7795 092-711-7258 電気器具・通信機器 教材・運動用品
医療・衛生・医療用機
器

608 （有）原商会 福岡県久留米市安武町安武本３１８５－２ 市内 取締役 原　嘉克 0942-26-8488 0942-26-8490 記念品・贈答品 記念品・記章・カップ その他（記念品類） 衣料・繊維・寝具 衣料・繊維・縫製品

609 （有）久留米ガスサービスショップ 福岡県久留米市大石町１５－２ 市内 代表取締役 末永　哲也 0942-39-2402 0942-37-8253
機械機器・器具・厨房
機器

電気器具・電気製品

611 （株）九州舞台 福岡県福岡市西区横浜２丁目７番４号 市外 代表取締役 井上　剛啓 092-806-9421 092-806-9424
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・イベント
用品

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

619 （株）丸信 福岡県久留米市山川市ノ上町７－２０ 市内 代表取締役 平木　洋二 0942-43-6646 0942-43-6855 印刷・特殊印刷 印刷・軽印刷
ごみ袋・包装資材・包
装資材

日用品・石けん・洗剤
（合成洗剤以外）

622 （株）木下楽器店 福岡県久留米市天神町１３１－２ 市内 代表取締役 木下　雅之 0942-38-1111 0942-39-5780 教材・音楽用品

623 （株）タカモト 福岡県久留米市諏訪野町２３３３ 市内 代表取締役 高本　祥造 0942-35-1177 0942-36-1504
農林水産物・飼料、肥
料

医療・衛生・農業用薬
品



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

624 半田帽子店 福岡県久留米市通町１０９－７ 市内 代表 半田　幸生 0942-32-5024 0942-32-5031 衣料・繊維・帽子

625 富士マイクロ（株）  福岡支店 福岡県福岡市博多区諸岡２－１２－３８ 市外 支店長 野村　正和 092-572-3778 092-572-3795
教材・その他（教材
類）

印刷・その他（印刷） 教材・展示・収蔵用品

633 （有）久留米テント製作所 福岡県久留米市合川町１２５７－２ 市内 代表取締役 吉川　純蔵 0942-44-2278 0942-44-2298
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

634 （有）筑邦トーハツ商会 福岡県久留米市野中町４１７－６ 市内 代表取締役 桐岡　康彦 0942-43-1082 0942-43-1071
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

輸送機器・特殊自動車 電気器具・通信機器
医療・衛生・医療用機
器

635 （株）大浦商店 福岡県久留米市梅満町字前部１５９６－１ 市内 代表取締役 大浦　雄介 0942-33-6161 0942-34-8966
上・下水道用資材・配
管・器材

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

消防・保安・安全衛生
保護具

636 服部印刷（株） 福岡県久留米市梅満町４１０－１ 市内 代表取締役 本田　有美子 0942-33-6431 0942-33-9562 印刷・一般印刷 印刷・特殊印刷 印刷・事務用印刷

637 柴田産業（株） 福岡県久留米市梅満町１２４６－１ 市内 代表取締役 斉　浩 0942-32-3857 0942-37-2077 売払い・再資源買受

638 田中藍（株） 福岡県久留米市城南町８－２７ 市内 代表取締役社長 田中　達也 0942-32-6333 0942-32-6336
医療・衛生・工業用薬
品

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

640 （株）西鉄エージェンシー 福岡県福岡市中央区大手門２－１－１０ 市外 代表取締役社長 庄山　和利 092-781-1163 092-781-8075 印刷・一般印刷
広告装飾類・看板・プ
レート

その他（記念品類）

641
ローレルバンクマシン（株）　  佐賀営
業所

佐賀県三養基郡基山町長野597-14　オフィ
スパレア基山Ⅰ　B棟1号

市外 佐賀営業所長 高木　繁 0942-81-7234 0942-92-5056
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

642 （株）ノーム 福岡県久留米市諏訪野町２７７６番地の１ 市内 代表取締役 野村　道雄 0942-33-5137 0942-33-5149
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・自動車部品 輸送機器・特殊自動車

643 信和プリント社 福岡県久留米市中央町２７－１３ 市内 代表者 伊藤　友博 0942-33-4813 0942-35-5408 印刷・軽印刷

644 すみスポーツ 福岡県久留米市日吉町７３ 市内 代表者 角　俊二 0942-32-1700 0942-32-7102 教材・運動用品

645 フコク電興（株） 福岡県福岡市博多区山王１丁目１５－８ 市外 代表取締役社長 林　忠彦 092-452-5311 092-452-5353 電気器具・通信機器
精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ＯＡ機器

648 （有）深谷モータース 福岡県久留米市国分町１９４９ 市内 代表取締役 深谷　維大 0942-21-2043 0942-21-7886
輸送機器・原付自転
車・自転車

輸送機器・自動車部品

649 朝日航洋（株）  福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目１２－
１

市外 支店長 永松　大助 092-437-5905 092-437-5907 ＯＡ・ソフトウェア 印刷・その他（印刷） ＯＡ・ＯＡ機器

651 三洋包装（株） 福岡県久留米市東合川１丁目４番２２号 市内 代表取締役 德永　達郎 0942-44-0897 0942-44-0895
ごみ袋・包装資材・包
装資材

ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

652 日本電気（株）  九州支社
福岡県福岡市中央区天神一丁目１０番２０
号

市外 支社長 入佐　健一 092-400-0445 092-400-0462 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器 ＯＡ・ソフトウェア

653 （株）しまだ文具 福岡県うきは市浮羽町朝田６５７番地の１ 市外 代表取締役 島田　陽子 0943-77-2073 0943-77-6944
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・印章
類

事務用品・什器・事務
機器・什器

654 （株）内田洋行  九州支店
福岡県福岡市中央区大名２丁目９－２７
赤坂センタービル

市外 支店長 坂口　秀雄 092-735-6240 092-715-3878 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

655 森平舞台機構（株） 東京都台東区花川戸２－１１－２ 市外 代表取締役 森　健輔 03-3842-1621 03-3845-1766
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

広告装飾類・どん帳

657 （株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０－１２ 市外 代表取締役 白井　義美 0836-51-6191 0836-54-0001 電気器具・音響器具 ＯＡ・ソフトウェア 印刷・一般印刷

659 小川ポンプ工業（株）  福岡事務所
福岡県福岡市博多区博多駅前３－７－３５
博多ハイテックビル４０７号

市外 所長 眞部　治夫 092-433-7007 092-433-7008 輸送機器・特殊自動車

661 鎌長製衡（株）  九州支店
福岡県福岡市博多区綱場町５番２８号　さ
かえビル

市外 支店長 大岡　邦夫 092-281-5328 092-281-3822
精密機器・計測・分析
機器

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

663 内田インテリア家具 福岡県久留米市三潴町福光３０１ 市内 代表者 内田　泰雅 0942-64-3205 0942-65-0205
事務用品・什器・事務
機器・什器

広告装飾類・室内装飾
品

664 日興通信（株）  九州支社
福岡県福岡市博多区御供所町１－１　西鉄
祇園ビル

市外 支社長 鈴木　祥吾 092-283-2122 092-283-2123 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

665 福岡ダイハツ販売（株）  久留米中央店 福岡県久留米市天神町４０ 準市内 店長 田中　勝浩 0942-33-2201 0942-37-1693
輸送機器・自動車販売
（新車）



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

668 （有）ふるしょう 福岡県久留米市御井町２５４２－７ 市内 代表取締役 古荘　勝幸 0942-44-1934 0942-44-1941
事務用品・什器・事務
機器・什器

教材・学校用品・学校
用什器

670
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマ
サービス（株）  九州支社

福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１７－
２１

市外 九州支社長 久保田　浩二 092-432-6611 092-432-6613 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

673
（株）ウォーターエージェンシー  九州
中央営業所

福岡県大牟田市大字草木１１６８－１ 市外 営業所長 告中　勝男 0944-59-8200 0944-59-8203
医療・衛生・工業用薬
品

676 昭和（株）  九州支社 福岡県福岡市博多区下川端町３番１号 市外 支社長 相川　純一 092-291-2560 092-291-2566 印刷・その他（印刷） 印刷・軽印刷

677 井上軽印刷 福岡県久留米市大石町１２７ 市内 　 井上　嘉也 0942-39-3513 0942-39-3573 印刷・軽印刷

678 （有）木元産業 福岡県久留米市梅満町４３６－７ 市内 代表取締役 木元　たち子 0942-38-5228 0942-38-7174
消防・保安・交通安
全・道路保安

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

679 （株）中村組 福岡県久留米市藤山町６７０－２ 市内 代表取締役 中村　勝信 0942-22-3426 0942-21-1868
一般資材・セメント・
骨材

681
福岡小松フォークリフト（株）  久留米
支店

福岡県久留米市東櫛原町２８９－２ 準市内 支店長 與田　辰也 0942-38-7781 0942-38-7783
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

684 キハラ（株）  福岡営業所 福岡県福岡市博多区那珂１－２５－１７ 市外 所長 松井　康裕 092-437-3301 092-437-3401
事務用品・什器・事務
機器・什器

687
（株）ジャパンインターナショナル総合
研究所

京都府京都市右京区西京極西池田町９番地
５　西京極駅前ビル６階

市外 代表取締役 藤原　壮督 075-924-2603 075-924-2803 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

688 日本トーター（株） 東京都港区港南２丁目１６－１ 市外 代表取締役社長 平田　和稔 03-5783-2200 03-5769-7551 ＯＡ・ＯＡ機器
精密機器・その他（精
密機器類）

電気器具・電気製品

690 （株）パスコ  福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目５－２ 市外 支店長 山内　隆嗣 092-451-3522 092-472-5328 ＯＡ・ソフトウェア 印刷・その他（印刷） ＯＡ・ＯＡ機器

691 （株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６ 市外 代表取締役 妹尾　潤 03-3267-6051 03-3267-8199 印刷・軽印刷 電気器具・音響器具 ＯＡ・ＯＡ機器

693 （株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１ー５－１８ 市外 代表取締役 髙本　哲史 03-3291-9841 03-3291-9847 教材・図書出版・販売

694 日本ドライケミカル（株）  九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町１－１ 市外 支店長 萩野　英二 092-283-6333 092-283-6334 輸送機器・特殊自動車
消防・保安・消防設
備・消火器

697 （有）ハタヤページパーク 福岡県久留米市瀬下町２８１－２ 市内 代表取締役 畠舎　範夫 0942-33-5352 0942-33-0627 印刷・軽印刷 印刷・事務用印刷

698 ダイイチユニカ（株）
福岡県久留米市山川安居野三丁目６番３４
号

市内 代表取締役社長 山田　健二朗 0942-43-5945 0942-43-2074 衣料・繊維・被服 衣料・繊維・帽子 衣料・繊維・縫製品

699 中央防災システム（株） 福岡県久留米市東合川７丁目１番２１号 市内 代表取締役 中山　拓 0942-48-0217 0942-48-0218
消防・保安・消防設
備・消火器

705
月島テクノメンテサービス（株）  九州
支店

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１番５号 市外 支店長 青木　勝幸 092-741-5180 092-741-5182
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

710 （株）緑屋 福岡県久留米市野中町１２６５－２ 市内 代表取締役 井口益次 0942-39-3377 0942-39-3390
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

ＯＡ・ＯＡ用品 電気器具・音響器具 記念品・贈答品

711 （株）よしの園 福岡県久留米市六ツ門町７－１６ 市内 代表取締役 黒川　彰大 0942-33-3669 0942-33-3691 日用品・陶磁器・漆器 農林水産物・茶

713 扶桑工業（株）  福岡支店 福岡県久留米市宮ノ陣３丁目６－１７ 準市内 取締役支店長 宮川　一彦 0942-35-3131 0942-35-3900
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

輸送機器・ボート

714 サンキュウ（株） 福岡県福岡市博多区諸岡３－３５－１３ 市外 代表取締役 佐東　孝子 092-574-0039 092-574-0428
機械機器・器具・厨房
機器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

716 みづまや商店 福岡県久留米市田主丸町田主丸２８６ 市内 　 松永　澄江 0943-72-2267 0943-72-2267
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

日用品・清掃用品（業
務用）

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ゴム・皮製品・靴

720 蒲池金物店 福岡県久留米市城島町城島２９９－２ 市内 　 蒲池　智幸 0942-62-2037 0942-62-4779 一般資材・建築材料
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

ゴム・皮製品・靴

722 マルコ教材 福岡県久留米市山川追分一丁目１４－１６ 市内 　 古賀　和男 0942-43-4271 0942-44-7842
教材・学校用品・学校
用什器

教材・図書出版・販売
事務用品・什器・文房
具・紙

724 千代田計装（株） 福岡県福岡市早良区百道１丁目１８－２５ 市外 代表取締役社長 壱崎　幸朗 092-844-6501 092-852-1008
機械機器・器具・電気
機械器具・工具



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

726 ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木１丁目２２－１ 市外 代表執行役社長 齋藤　英明 03-5309-0310 03-5309-0312 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

728 タマヤ広告社 福岡県久留米市長門石３丁目１－２４ 市内 代表者 前岡　義人 0942-32-5736 0942-33-3402
広告装飾類・看板・プ
レート

732 ジャトー（株）  九州営業所 福岡県福岡市博多区豊１丁目４－２５ 市外 所長 濵口 直樹 092-483-7050 092-483-7055 電気器具・音響器具 精密機器・視聴覚機器
精密機器・その他（精
密機器類）

735 ジェイフィルム（株） 東京都千代田区東神田２丁目５番１５号 市外 代表取締役社長 五十君　猛 03-3862-9330 03-3862-1616
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ごみ袋・包装資材・そ
の他（包装資材類）

736 富士通Ｊａｐａｎ（株）  福岡支社 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目１－２ 市外 支社長 渡辺　利政 092-472-4111 092-474-0494 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器

738 福岡日産自動車（株）  久留米店 福岡県久留米市東櫛原町１０４７－１ 準市内 店長 浅野　優 0942-33-0261 0942-33-0269
輸送機器・自動車販売
（新車）

739 アズビル金門（株）  九州支店
福岡県福岡市博多区千代１丁目１７－１
パピヨン２４

市外 支店長 宮森　信宏 092-633-2811 092-633-2900
上・下水道用資材・水
道メーター

741 （株）西日本ワンダー社  久留米営業所 福岡県久留米市津福本町２１８９－１ 準市内 所長 金守　直 0942-65-4722 0942-65-4733 教材・保育用品

742
パナソニックＬＳエンジニアリング
（株）  九州支店

福岡県福岡市中央区薬院３丁目１－２４ 市外 支店長 戸田　庄一 092-523-9623 092-523-9639 電気器具・電気製品 電気器具・音響器具
消防・保安・消防設
備・消火器

744 （株）乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３－４ 市外
代表取締役　社長執行
役員

榎本　修次 03-5962-1171 03-3570-2397
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

教材・映画フィルム

745 巣守金属工業（株） 広島県広島市南区出島１丁目３４－７ 市外 代表取締役 巣守　佳之 082-251-8307 082-253-6581
広告装飾類・看板・プ
レート

746 （株）野田清商店 福岡県久留米市上津町２２０３－１７３ 市内 代表取締役 野田　康友 0942-21-4141 0942-21-7573
一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

消防・保安・交通安
全・道路保安

一般資材・建築材料
消防・保安・安全衛生
保護具

一般資材・その他（一
般資材類）

748 （株）ウェザーニューズ 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３ 市外 代表取締役 草開　千仁 043-274-5590 043-296-3763
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

精密機器・計測・分析
機器

ＯＡ・ＯＡ機器

749 （有）メディカルエイト
福岡県福岡市西区今宿東３丁目３４－４４
－４

市外 代表取締役 上久保　次男 092-807-0898 092-807-0934
医療・衛生・医療用機
器

輸送機器・特殊自動車

750 （株）たなか 福岡県久留米市田主丸町秋成５８０－１ 市内 代表取締役 田中　久敬 0943-72-2148 0943-72-3519
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

754 （株）自動サービス 福岡県糟屋郡新宮町新宮東２丁目１５－６ 市外 代表取締役 田中　信治 092-963-0865 092-962-3565
電気器具・その他（電
気器具類）

事務用品・什器・文房
具・紙

757 山陽マーク（株）  福岡製作所 福岡県福岡市東区和白２丁目５－３０ 市外 所長 谷口　和文 092-606-4131 092-608-0155
広告装飾類・看板・プ
レート

印刷・特殊印刷 印刷・一般印刷

760 （株）四ヶ所 福岡県朝倉市馬田３３６ 市外 代表取締役 四ヶ所　大輔 0946-22-2369 0946-22-9804 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷 印刷・軽印刷

761 佐々木商店 福岡県久留米市通町１０７－９ 市内 　 佐々木　德登 0942-34-0813 0942-34-0813
日用品・石けん・洗剤
（合成洗剤以外）

日用品・その他（日用
品類）

762 富松印刷所 福岡県久留米市三潴町高三潴３１６ 市内 　 富松　智子 0942-64-2896 0942-64-4342 印刷・事務用印刷

764 （有）久留米潜水工事 福岡県久留米市本町６番地５ 市内 代表取締役 大月　廣敏 0942-39-7621 0942-39-7760 教材・運動用品
消防・保安・消防設
備・消火器

770 （株）チャイルド社　  久留米営業所 福岡県久留米市東合川２丁目４番４３号 準市内 所長 久保　淳 0942-41-8000 0942-45-1117 教材・保育用品

771 （株）アイネス  九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２－１ 市外 支社長 大塚　幸弘 092-235-1611 092-235-1622 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

773 （株）ナガワ  福岡営業所
福岡県福岡市中央区４丁目１－３２　天神
リバーフロントビジネスセンター６階

市外 所長 平野　賢太郎 092-717-2666 092-717-2667
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

一般資材・建築材料

778 キングテック（株）  福岡支店 福岡県福岡市東区松島１丁目３４－１７ 市外 支店長 山本　信義 092-622-4400 092-624-6195 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

780 （株）ＢＣＣ
福岡県福岡市中央区六本松２丁目１２－１
９

市外 代表取締役社長 田中　功 092-711-5801 092-711-5806 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

781 （株）オーイーシー  福岡支社
福岡県福岡市中央区天神４－１－１第７明
星ビル５階

市外 支社長 相川　大輔 092-687-5556 092-687-5559 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

786 （株）丸広 福岡県久留米市花畑２丁目８－９ 市内 代表取締役 森光　雅敏 0942-33-0577 0942-38-8888
消防・保安・安全衛生
保護具

精密機器・その他（精
密機器類）

衣料・繊維・被服 ゴム・皮製品・靴 記念品・記章・カップ

788 イシイ帽子（株） 福岡県久留米市善導寺町飯田４１０－３ 市内 代表取締役 久冨　亮祐 0942-47-2391 0942-47-2384 衣料・繊維・帽子

790 新川電機（株）  九州支社
福岡県福岡市博多区千代４－１－３３　西
鉄千代県庁口ビル４Ｆ

市外 支社長 上野　正博 092-645-1212 092-651-3022
精密機器・計測・分析
機器

精密機器・理化学試験
研究機器

電気器具・通信機器

791 （株）カンサイ  久留米営業所 福岡県久留米市西町１１９１－１ 準市内 所長 平良　幸一 0942-33-9146 0942-33-9148 電気器具・電気製品
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

792 日本ユニシス（株）  九州支社
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目１番１
号

市外 支社長 星　和浩 092-473-3111 092-471-8044 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

796 （株）マルビシ 福岡県久留米市国分町１３３０－１ 市内 代表取締役 笠　吉雄 0942-21-9211 0942-22-4225
ごみ袋・包装資材・包
装資材

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

ごみ袋・包装資材・そ
の他（包装資材類）

797 （株）新興精機  佐賀営業所 佐賀県佐賀市鍋島３丁目９－６ 市外 所長 藤井　隆 0952-31-1095 0952-31-1093
精密機器・理化学試験
研究機器

799 古賀生花店 福岡県久留米市城島町城島２８２－３ 市内 店主 古賀　輝子 0942-62-3339 0942-62-3339
農林水産物・生花・園
芸資材

801 九州ビルサービス（株） 福岡県久留米市梅満町高海１６５０－１１ 市内 代表取締役 古村　勝 0942-34-3131 0942-39-6693
日用品・清掃用品（業
務用）

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

消防・保安・消防設
備・消火器

803 大和コンサル（株） 福岡県久留米市城南町２３－３ 市内 代表取締役社長 中嶋　義和 0942-33-8191 0942-33-8194 印刷・その他（印刷） 印刷・軽印刷

808 東京法令出版（株） 長野県長野市南千歳町１００５ 市外 代表取締役 星沢　卓也 026-224-5441 026-224-5449 教材・図書出版・販売 ＯＡ・ソフトウェア

809 メタウォーター（株）  九州営業部 福岡県福岡市博多区店屋町５番１８号 市外 部長 阪本　勝人 092-262-7801 092-262-7830
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

精密機器・その他（精
密機器類）

810 （株）九州ＡＶ 福岡県久留米市山川神代１丁目１－６ 市内 代表取締役 釘﨑　匡俊 0942-44-1516 0942-43-9203 電気器具・音響器具 精密機器・視聴覚機器 電気器具・通信機器
精密機器・その他（精
密機器類）

消防・保安・消防設
備・消火器

811 日本ステリ（株）
東京都千代田区神田錦町１－１９－１　神
田橋パークビル

市外 代表取締役 酒井　一也 03-3292-1610 03-3292-1630
医療・衛生・医療用機
器

812 近畿物産（株） 大阪府東大阪市西堤本通西１－４－２３ 市外 代表取締役 角田　哲也 06-6787-2158 06-6781-0425
機械機器・器具・厨房
機器

農林水産物・茶
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

814
（株）大和速記情報センター  福岡営業
所

福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 市外 福岡営業所長 荒木　亮二 092-475-1361 092-475-1362 印刷・一般印刷 ＯＡ・ソフトウェア

822 福屋商店 福岡県久留米市東櫛原町１３５３ 市内 代表者 河村　昌一郎 0942-39-2929 0942-39-2829 衣料・繊維・寝具 衣料・繊維・縫製品
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

ごみ袋・包装資材・包
装資材

823 大電商事（株） 福岡県久留米市西町１１０－１ 市内 代表取締役社長 下川　健次 0942-46-3700 0942-46-3707
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

824 （株）マルゼン　  久留米営業所 福岡県久留米市上津町2391-4 準市内 久留米営業所　所長 相原　一貴 0942-22-7701 0942-22-7702
機械機器・器具・厨房
機器

日用品・陶磁器・漆器

825 東洋計器（株）  福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１８－２
５

市外 支店長 相良　賢一 092-473-1241 092-477-3615
上・下水道用資材・水
道メーター

827 （有）小野タイヤサービス 福岡県久留米市東櫛原町２５８０ 市内 代表取締役 小野　司 0942-35-3158 0942-35-3180 輸送機器・自動車部品
工業ガス・燃料・石油
製品（※ただし、ｶﾞｿﾘ
ﾝ、

828
日産プリンス福岡販売（株）  久留米イ
ンター店

福岡県久留米市東合川２丁目３－３ 準市内 店長 堀之内　教昌 0942-45-3323 0942-45-2828
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・自動車部品 輸送機器・特殊自動車

831 麻生商店 福岡県久留米市三潴町田川２２０７－２ 市内 代表者 麻生　幸延 0942-54-9112 0942-54-9113
広告装飾類・室内装飾
品

広告装飾類・どん帳

834 小山（株）  福岡営業所 福岡県福岡市東区名子３－４－３５ 市外 所長 和泉　亮 092-691-3330 092-691-0077 衣料・繊維・寝具
広告装飾類・室内装飾
品

衣料・繊維・被服

839 武下産業（株） 福岡県小郡市津古５９７－７ 市外 代表取締役 馬場　哲博 0942-75-2000 0942-75-3330 電気器具・電気製品

840 （株）成田美装センター 福岡県久留米市青峰１丁目８－１７ 市内 代表取締役 吉冨　慎一 0942-44-1030 0942-44-6700 売払い・再資源買受
ごみ袋・包装資材・包
装資材

844 （株）古賀軍太商店 福岡県うきは市浮羽町浮羽４７－２ 市外 代表取締役 古賀　克己 0943-77-2213 0943-77-2645
日用品・清掃用品（業
務用）

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

日用品・石けん・洗剤
（合成洗剤以外）



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

845 三谷コンピュータ（株）
福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７－１－１
３

市外 代表取締役社長 後　淳也 0776-67-8000 0776-67-8022 ＯＡ・ソフトウェア
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

ＯＡ・ＯＡ機器

849 サイクルスターたかいら 福岡県久留米市国分町１５２７－３ 市内 　 小垂葉　充 0942-21-7327 0942-21-3302
輸送機器・原付自転
車・自転車

850
富士電機ＩＴソリューション（株）  九
州事業本部

福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 市外 本部長 井原　徹也 092-263-1810 092-263-1815 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

851 最所産業（株） 福岡県久留米市合川町９０ 市内 代表取締役 最所　美博 0942-43-3754 0942-43-3542
工業ガス・燃料・石油
製品（※ただし、ｶﾞｿﾘ
ﾝ、

853 太陽印刷（有） 福岡県久留米市御井旗崎５丁目４－６ 市内 代表取締役 広重　功一 0942-45-1200 0942-41-1403 印刷・事務用印刷 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

855 （株）グリーンクロス  久留米支社
福岡県久留米市津福本町字南津留２３４７
－１

準市内 支社長 龍　麻子 0942-39-5511 0942-39-7804
消防・保安・交通安
全・道路保安

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

ゴム・皮製品・靴

856 （株）川島モータース 福岡県久留米市御井旗崎三丁目６番１５号 市内 代表取締役 髙木　耕平 0942-45-2128 0942-45-2138
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・自動車部品 輸送機器・特殊自動車
輸送機器・その他（輸
送機器類）

859 （株）ヒサドミ 福岡県久留米市田主丸町田主丸７２６－３ 市内 代表取締役 久富　理伸 0943-72-2467 0943-72-0003 衣料・繊維・被服
消防・保安・安全衛生
保護具

衣料・繊維・帽子
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

消防・保安・交通安
全・道路保安

860 （株）アステム  佐賀筑後営業部 福岡県久留米市宮ノ陣３丁目７－６０ 準市内 営業部長 永山　亮浩 0942-32-1186 0942-32-1187
医療・衛生・医療用薬
品

医療・衛生・検査試薬
医療・衛生・医療用機
器

864 （株）ぎょうせい  九州支社
福岡県福岡市早良区百道浜２丁目４番２７
号　ＡＩビル２階

市外 支社長 松浦　孝徳 092-831-0700 092-831-0770 印刷・一般印刷 ＯＡ・ソフトウェア 教材・図書出版・販売

868 （株）両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成２丁目７－１６ 市外 代表取締役 松田　敏之 086-264-0113 086-264-1159 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 印刷・フォーム印刷

875 （株）コスモレンタル  福岡営業所 福岡県久留米市山川神代１丁目１０－７ 準市内 所長 小野　光陽 0942-44-9366 0942-41-0556
広告装飾類・イベント
用品

広告装飾類・看板・プ
レート

ゴム・皮製品・テン
ト・シート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

876 （株）水上洋行  久留米営業所 福岡県久留米市東合川新町７－４４ 準市内 所長 大久保　和己 0942-45-8560 0942-45-8460
精密機器・計測・分析
機器

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

ＯＡ・ＯＡ機器

887
富士フイルムシステムサービス（株）
公共事業本部西日本支店

福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１４－
１

市外 支店長 久保　裕之 092-431-7157 092-441-6199 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

892 二葉金物（株） 福岡県久留米市日吉町２－１０ 市内 代表取締役 片渕　達也 0942-35-2521 0942-35-2522 一般資材・建築材料

896 タナカ電器 福岡県久留米市三潴町壱町原２４３－２ 市内 代表者 田中　榮次 0942-64-2075 0942-64-5875 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具

898 ナカムラスペースデザイン（株） 福岡県久留米市西町１３１－１０ 市内 代表取締役 中野　弘明 0942-51-8381 0942-51-8382
広告装飾類・室内装飾
品

905 デュプロ（株）
福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目５番２
８号

市外 代表取締役 堤　和則 092-474-1111 092-472-1516
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

ＯＡ・ＯＡ機器
事務用品・什器・事務
機器・什器

908 コーワコンピュータ（株） 福岡県久留米市津福本町４９５ 市内 代表取締役 末政　潮視 0942-30-2180 0942-30-9846 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品 ＯＡ・ソフトウェア

912 ＮＸ商事（株）  福岡支店 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 市外 支店長 緒方　俊恭 092-291-9120 092-291-9242 売払い・再資源買受 ＯＡ・ＯＡ機器
輸送機器・自動車販売
（新車）

916 中央印刷（株） 福岡県久留米市瀬下町３８ 市内 代表取締役 冨安　康太 0942-33-0388 0942-33-0389 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷 印刷・フォーム印刷

917 脇田時計店 福岡県久留米市北野町今山６１３－６ 市内 　 脇田　篤 0942-78-2244 0942-78-2556
精密機器・時計・貴金
属

919 （株）三造社 福岡県久留米市西町５０２ 市内 代表取締役 緒方　敏博 0942-32-5696 0942-35-3532
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

広告装飾類・イベント
用品

923 スカイフォート 福岡県久留米市篠山町２５０番地 市内 　 塩足　雄市 0942-35-6639 0942-35-6639
精密機器・カメラ・写
真材料

924 花のＭＡＲＵＹＡＭＡ 福岡県久留米市御井町１７０４ 市内 代表 丸山　敏嗣 0942-44-9898 0942-44-9898
農林水産物・生花・園
芸資材

925
（株）クレハトレーディング  福岡営業
所

福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目６番１
０号

市外 所長 三谷　哲司 092-451-0155 092-451-0170
医療・衛生・工業用薬
品

928 （有）森山電器商会 福岡県久留米市通東町５－１２ 市内 代表取締役 森山　勝憲 0942-34-5849 0942-37-0670 電気器具・電気製品



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

938 末次住設・燃料 福岡県久留米市城島町六町原２７６－１ 市内 代表 末次　敏伸 0942-62-2620 0942-62-2620
工業ガス・燃料・工業
ガス

939 ホゼン（株）  久留米営業所 福岡県久留米市東合川４－４－８ 準市内 所長 美濃部　幹雄 0942-43-0948 0942-45-0540
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

消防・保安・交通安
全・道路保安

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

942 アマノ（株）  九州パーキング支店 福岡県福岡市博多区堅粕３－６－１５ 市外 支店長 上田　孝紀 092-452-2123 092-452-2124
電気器具・その他（電
気器具類）

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

事務用品・什器・文房
具・紙

945 （株）キシヤ  久留米支店 福岡県久留米市宮ノ陣３丁目５番１５号 準市内 支店長 上野　美樹 0942-30-5191 0942-30-5195
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

949 福岡酸素（株）  久留米支社 福岡県久留米市宮ノ陣町若松１－７ 市内 支社長 佐々木　修二 0942-38-0700 0942-38-1170
工業ガス・燃料・工業
ガス

精密機器・計測・分析
機器

工業ガス・燃料・石油
製品（※ただし、ｶﾞｿﾘ
ﾝ、

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

951 福岡トヨタ自動車（株）  久留米本店 福岡県久留米市天神町２ー３８ 準市内 店長 岩川　貴美 0942-32-6291 0942-32-6295
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・自動車部品 輸送機器・特殊自動車

952 ＮＥＣネッツエスアイ（株）  九州支店
福岡県福岡市中央区天神一丁目１０番２０
号

市外 支店長 磯野　文明 092-400-0402 092-400-0406 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・音響器具

954 ユージー・防災設備（株） 福岡県福岡市南区大楠１－３５－２３ 市外 代表取締役 相浦　光男 092-522-6335 092-522-6336
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・交通安
全・道路保安

消防・保安・安全衛生
保護具

962 （株）レイメイ藤井  福岡営業部 福岡県福岡市博多区古門戸町５－１５ 市外
常務取締役　営業統括
部長

中尾　政彦 092-262-2277 092-262-2293
事務用品・什器・事務
機器・什器

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

ＯＡ・ＯＡ機器

964 （株）ジャクエツ  福岡店 福岡県福岡市博多区東光寺町２－８－３１ 市外 店長 山田　聡 092-451-0118 092-451-0119 教材・保育用品 衣料・繊維・被服

965
（株）マツカワ世界堂  マツカワ楽器田
主丸店

福岡県久留米市田主丸町田主丸３９６－２ 準市内 店長 松川　大輔 0943-72-3979 0943-72-0204 教材・音楽用品 電気器具・音響器具
精密機器・時計・貴金
属

968 東西化学産業（株）  福岡営業所 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 市外 所長 梶　尚哉 092-272-5331 092-272-5330
医療・衛生・工業用薬
品

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

医療・衛生・医療用機
器

969 （株）福島製作所  下関営業所
山口県下関市一の宮町２－１３－３　不二
ビル１階

市外 所長 宮川　慎一 083-263-2822 083-263-2823
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

977 永松工業（株） 福岡県久留米市城島町江上本６８４ 市内 代表取締役 永松　芳樹 0942-62-4185 0942-62-4186
一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

978 （株）少年写真新聞社 東京都千代田区九段南４－７－１６ 市外 代表取締役 松本　恒 03-3263-7401 03-5276-7785
教材・学校用品・学校
用什器

教材・図書出版・販売

982
ホシザキ北九（株）  久留米南営業所
久留米サービスセンター

福岡県久留米市東櫛原町１０４２－３ 準市内 所長 中村　康治 0942-38-9863 0942-33-9893
機械機器・器具・厨房
機器

農林水産物・茶

983 （株）ムトウ  久留米支店 福岡県久留米市梅満町１７２４－６ 準市内 支店長 鎌田　昇寿 0942-35-4121 0942-35-4123
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・家庭医薬
品

精密機器・理化学試験
研究機器

984 （有）江崎ふとん店 福岡県久留米市荒木町白口１８９４－２ 市内 代表取締役 江崎　喜久夫 0942-26-5155 0942-26-5156 衣料・繊維・寝具
広告装飾類・室内装飾
品

985 （有）クママル電器 福岡県久留米市安武町安武本９８１の４ 市内 代表取締役 井上　雄之 0942-38-7749 0942-30-1272 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器

987
公益財団法人久留米地域地場産業振興セ
ンター

福岡県久留米市東合川５－８－５ 市内 理事長 森　望 0942-44-3700 0942-43-1020 その他（記念品類） 衣料・繊維・被服 日用品・陶磁器・漆器 衣料・繊維・縫製品
日用品・石けん・洗剤
（合成洗剤以外）

992 西村建材店 福岡県久留米市三潴町生岩１２１２ 市内 　 西村　政晴 0942-64-2074 0942-64-2074
一般資材・セメント・
骨材

一般資材・建築材料

993 （株）チヨダ  久留米支店 福岡県久留米市通東町４－６ 準市内 支店長 石井　芳人 0942-37-1221 0942-37-1222 衣料・繊維・被服 衣料・繊維・帽子 ゴム・皮製品・靴

995
ヤマハサウンドシステム（株）  福岡営
業所

福岡県福岡市博多区博多駅前３－２８－３ 市外 所長 青井　隆昌 092-452-2811 092-452-2796 電気器具・音響器具
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

996 日本空調サービス（株）  九州支店 福岡県福岡市博多区堅粕３－１４－７ 市外 支店長 田村　充 092-451-6111 092-411-9730
電気器具・その他（電
気器具類）

電気器具・電気製品
工業ガス・燃料・工業
ガス

999 （株）アイワ  福岡営業所 福岡県福岡市南区柳瀬２丁目３－２ 市外 所長 立野　治樹 092-586-9255 092-586-9260
医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

医療・衛生・工業用薬
品

1003 アジア航測（株）  福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目９－２
八百治センタービル

市外 支店長 野村　宏治 092-441-1480 092-481-0469 印刷・その他（印刷） ＯＡ・ソフトウェア

1005 （株）トオーツウ
福岡県北九州市小倉北区熊谷４丁目１５番
７号

市外 代表取締役 日高　久太 093-561-8811 093-592-6451 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具
精密機器・その他（精
密機器類）



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1006 （株）シティアスコム 福岡県福岡市早良区百道浜２丁目２－２２ 市外 代表取締役 藤本　宏文 092-852-5111 092-852-4151 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1009 東亜染工（株） 福岡県久留米市東合川１丁目４－１０ 市内 代表取締役 鐘江　守 0942-44-4422 0942-44-3223
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

広告装飾類・イベント
用品

衣料・繊維・縫製品 衣料・繊維・被服 記念品・記章・カップ

1010 （株）旺計社 福岡県北九州市小倉北区西港町９０－７ 市外 代表取締役 寺田　朋嗣 093-571-1281 093-563-2101
精密機器・計測・分析
機器

1011 社会福祉法人福岡コロニー 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目１１－１ 市外 理事長 小峠　繁 092-962-0764 092-962-0768 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷 印刷・軽印刷

1016 （株）トラスト  福岡支店 福岡県久留米市東合川７丁目８－７ 準市内 代表取締役 樋口　誠志郎 0942-40-7833 0942-40-7835
広告装飾類・イベント
用品

ゴム・皮製品・テン
ト・シート

広告装飾類・看板・プ
レート

事務用品・什器・事務
機器・什器

1020 西鉄情報システム（株） 福岡県福岡市博多区千代四丁目１－３３ 市外 代表取締役社長 丹山　裕和 092-645-2525 092-645-2529 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1022 桜木理化学機械（株）  鳥栖営業所 佐賀県鳥栖市布津原町１１－１６ 市外 鳥栖営業所長 中島　広幸 0942-82-6728 0942-82-6727
精密機器・理化学試験
研究機器

精密機器・計測・分析
機器

医療・衛生・工業用薬
品

1023 内藤印刷
福岡県久留米市田主丸町田主丸１０７５番
地７

市内 　 内藤　謙二 0943-72-2241 0943-73-3358 印刷・事務用印刷

1032 （株）久栄綜合コンサルタント
福岡県久留米市津福今町３４９－１８　久
栄ビル

市内 代表取締役 髙木　亮一 0942-39-7826 0942-37-2483 印刷・その他（印刷）

1034 井手広告社 福岡県久留米市京町２１６－１ 市内 代表 井手　英人 0942-33-4665 0942-33-8116
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

1036 （株）八洲セメント工業所 福岡県久留米市荒木町藤田１３５４ 市内 代表取締役 黒岩　義臣 0942-27-1581 0942-27-1582
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

消防・保安・交通安
全・道路保安

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

1037
オルガノプラントサービス（株）  九州
事業所

福岡県福岡市中央区白金２丁目１１－９
ＣＲ福岡ビル６階

市外 九州事業所長 田中　正弓 092-526-8655 092-526-8658
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

上・下水道用資材・ろ
過砂

1048 （株）丸仙 福岡県久留米市合川町１２３７ 市内 代表取締役 松延　康平 0942-41-8020 0942-44-1150
機械機器・器具・厨房
機器

一般資材・建築材料
上・下水道用資材・配
管・器材

1051 九州ナカミチ（株） 福岡県久留米市山川安居野３丁目９－１ 市内 代表取締役 小野　隆一 0942-45-3171 0942-45-3173
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

消防・保安・交通安
全・道路保安

1052 オフィスメーション（株） 長崎県長崎市金屋町２－６ 市外 代表取締役 石橋　圭介 095-822-7201 095-825-1265 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

1053 （有）インセット 福岡県久留米市津福本町１９０４ー１ 市内 代表取締役 桐明　和宏 0942-48-0068 0942-48-0777
機械機器・器具・厨房
機器

日用品・石けん・洗剤
（合成洗剤以外）

日用品・陶磁器・漆器

1056 （株）サトー  九州支社 福岡県福岡市東区馬出１丁目２４－３７ 市外 支社長 保坂　明 092-642-0310 092-642-0318
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

印刷・一般印刷 印刷・特殊印刷

1057 （株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目１２番１号 市外 代表取締役 舩戸　和加 0574-25-2755 0574-25-0430
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

衣料・繊維・被服

1059
新明和アクアテクサービス（株）  九州
センター

福岡県福岡市博多区半道橋一丁目２番１号 市外 所長 出口　恒二 092-472-4009 092-472-0630
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1060 （株）大塚商会  九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２
４

市外 支店長 瀧場　誠 092-476-6001 092-476-6009 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品 ＯＡ・ソフトウェア

1061 （株）有明ねっとこむ 福岡県大牟田市不知火町一丁目３－１０ 市外 代表取締役 納冨　和由紀 0944-55-7331 0944-55-7380 ＯＡ・ＯＡ機器
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

ＯＡ・ソフトウェア

1062 （株）タカモト
福岡県福岡市中央区六本松３丁目１１番２
３号

市外 代表取締役 長﨑　七和 092-761-6961 092-761-6964
精密機器・計測・分析
機器

精密機器・理化学試験
研究機器

電気器具・電気製品

1064 （株）インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 市外 代表取締役 齊藤　大地 044-520-0850 044-520-0845 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

1068 （株）ニッセイコム  西日本支社
福岡県福岡市中央区大名１－１５－３３
福岡セントラルビル

市外 支社長 飴野　心一 092-781-8788 092-781-8799 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1069 東建エコシステム（株） 福岡県久留米市原古賀町２５－１１ 市内 代表取締役 古賀　紳也 0942-35-4625 0942-30-3235
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

医療・衛生・家庭医薬
品

1070
（株）九州テン  システムソリューショ
ン事業本部

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１９－
２７

市外 本部長 中尾　達郎 092-473-5049 092-473-5048 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品 電気器具・通信機器

1073 （株）大和総業 福岡県久留米市御井旗崎２丁目２４－３３ 市内 代表取締役 古村　天 0942-44-7997 0942-41-9660 売払い・再資源買受



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1074 （株）サンユー 福岡県久留米市津福今町２４０－３ 市内 代表取締役 古舘　浩二 0942-27-6694 0942-46-3039 一般資材・建築材料
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

消防・保安・安全衛生
保護具

1075
（株）ナフコ  ホームプラザナフコ南久
留米店

福岡県久留米市荒木町白口９０ 準市内 店長 諌山　恭弘 0942-51-4341 0942-51-4340
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

1078
パナソニック産機システムズ（株）  九
州支店

福岡県福岡市博多区博多駅南４丁目６－２
３

市外 支店長 榎本　幸治 092-411-4433 092-411-4160
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

機械機器・器具・厨房
機器

1080 牛島電設 福岡県久留米市上津町１２６６－８ 市内 代表者 牛島　大助 0942-22-3349 0942-22-3838 電気器具・電気製品 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器

1083 栄光社看板店 福岡県久留米市荒木町荒木１９５０－１ 市内 　 川島　康博 0942-26-4396 0942-26-6607
広告装飾類・看板・プ
レート

1086
（株）渡辺商会  テクノメディカル事業
部

福岡県久留米市津福本町２３４８－２１ 市内 営業部長 平田　一昭 0942-31-8822 0942-31-8825
医療・衛生・医療用機
器

工業ガス・燃料・工業
ガス

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1090 （株）ホンダパルス  久留米東合川店 福岡県久留米市東合川６丁目２－５ 準市内 店長 広井　健司 0942-44-6666 0942-43-9219
輸送機器・自動車販売
（新車）

1094
（株）タカハシ包装センター  鳥栖営業
所

佐賀県三養基郡みやき町東尾３１７５ー１ 市外 鳥栖営業所所長 馬場　則夫 0942-89-6210 0942-89-6211
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ごみ袋・包装資材・そ
の他（包装資材類）

1095 日本通信紙（株）  福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目７－１１ 市外 支店長 今村　浩司 092-632-3550 092-632-3552 印刷・フォーム印刷 印刷・特殊印刷 印刷・事務用印刷

1096 東建工業（株） 福岡県久留米市原古賀町２５－１１ 市内 代表取締役 古賀　紳也 0942-35-4565 0942-37-2103
医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

1097 （株）創新  久留米営業所
福岡県久留米市御井旗崎２－２４－４０
篠原ビル３２

準市内 取締役 田中　芳佳 0942-41-8501 0942-41-8502
精密機器・その他（精
密機器類）

電気器具・その他（電
気器具類）

消防・保安・交通安
全・道路保安

1099 （株）ナカノ 大分県中津市大字野依７０２－１ 市外 代表取締役 中野　陽一 0979-32-0005 0979-32-2110 選挙・選挙用品 輸送機器・特殊自動車
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

1100 （株）シンク
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目１９-２
４　大博センタービル

市外 取締役社長 丸山　秀明 092-475-6311 092-475-6355 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1105 ＤＣＭ（株）  ＤＣＭダイキ上津店 福岡県久留米市上津町１１７１－１ 準市内 店長 中原　久男 0942-21-0688 0942-21-0696
事務用品・什器・文房
具・紙

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

農林水産物・生花・園
芸資材

1107 （株）エース・ウォーター
福岡県福岡市博多区上呉服町１－８　北九
州銀行呉服町ビル

市外 代表取締役 川島　潤一郎 092-282-5628 092-282-5629
精密機器・計測・分析
機器

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1110 筑後地区ビル管理業協同組合 福岡県久留米市本町３ー６ 市内 代表理事 堤　峰敏 0942-37-2287 0942-37-8876
日用品・清掃用品（業
務用）

1114 山王（株）  福岡営業所
福岡県福岡市博多区吉塚２丁目３番２３号
吉塚ＡＧビル７番館　３０８号室

市外 営業所長 若松　良年 092-292-6344 092-292-6346
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

1117 日化産業（株）  福岡支店 福岡県福岡市博多区上牟田３丁目７－１０ 市外 支店長 島田　孝久 092-452-2662 092-452-2678
機械機器・器具・厨房
機器

日用品・陶磁器・漆器

1119 （株）佐賀電算センター  福岡支社
福岡県福岡市博多区店屋町１番３５号　博
多三井ビルディング２号館３階

市外 支社長 菰田　秀三 092-518-3723 092-235-3207 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1120 日本コンピューター（株）
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町２丁目４－
１

市外 代表取締役 原田　栄一 093-521-8123 093-521-8125 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1122 ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株） 東京都新宿区新宿２丁目１３－１２ 市外 代表取締役社長 深澤　友雄 03-3350-5171 03-3350-5562 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1130 キョウドウシステム（株） 福岡県久留米市小頭町１１－２ 市内 代表取締役 石橋　悦治 0942-37-5300 0942-37-5317
精密機器・その他（精
密機器類）

精密機器・視聴覚機器 電気器具・音響器具 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器

1131 九州航空（株）  福岡営業所 福岡県福岡市南区鶴田２丁目１７－２２ 市外 所長 蔭山　博夫 092-564-1500 092-564-1502 印刷・その他（印刷） 教材・映画フィルム

1138 （株）ケイ・イー・エス  福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅東ニ丁目１８－
３０　八重洲博多ビル６階

市外 取締役支店長 飯野　裕二 092-436-7877 092-436-7880
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

医療・衛生・工業用薬
品

1144 （株）甲斐田メタリックス  久留米支店
福岡県久留米市東町２５番地４６ライズビ
ル５０１号

準市内 支店長 甲斐田　大翔 0942-46-6111 0942-64-9372 売払い・再資源買受

1145
セイコータイムクリエーション（株）
九州営業所

福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目４－４ 市外 所長 矢ヶ部　潔 092-475-1291 092-475-1293
精密機器・その他（精
密機器類）

電気器具・その他（電
気器具類）

教材・運動用品

1150 （株）丸善グループ 岐阜県岐阜市則松二丁目１２－１ 市外 代表取締役 森下　みどり 058-239-9671 058-293-9031
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・その他
（広告装飾品類）



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1153 （株）ニック 福岡県大野城市川久保３丁目１－２３ 市外 代表取締役 松浦　豊喜 092-504-2489 092-504-2900
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

1155 （株）ファースト  福岡南営業所 福岡県筑後市和泉２４６－２１ 市外 所長 伊藤　博城 0942-65-6684 0942-65-6683
精密機器・その他（精
密機器類）

1158 クローバー電機 福岡県久留米市北野町今山８６２番地３８ 市内 　 樺島　卓義 0942-41-3600 0942-41-3601 電気器具・電気製品 電気器具・音響器具 電気器具・通信機器

1159 アズ　城島店 福岡県久留米市城島町内野３１９－２９ 市内 　 田島　一吉 0942-62-3579 0942-62-5535 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器

1162 （株）シャルム建築デザイン 福岡県久留米市高良内町２８０９－１ 市内 代表取締役 清水　明恵 0942-43-5819 0942-43-5820
広告装飾類・室内装飾
品

1165 （有）清川テント工業 福岡県田川市糒１８３６－８ 市外 代表取締役 藤川　清三 0947-45-6021 0947-45-6001
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

1172 鹿毛電設（株） 福岡県久留米市国分町１５５８番地５９ 市内 代表取締役 鹿毛　明彦 0942-21-6850 0942-21-6876
精密機器・その他（精
密機器類）

電気器具・電気製品

1174 長田広告（株） 愛知県津島市東柳原町５丁目５－１ 市外 代表取締役 長田　一郎 0567-26-5251 0567-26-6099
広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

広告装飾類・看板・プ
レート

1175 あんしんミシン
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１－３
３

市外 店長 松岡　宣道 092-431-3408 092-431-3407
教材・学校用品・学校
用什器

日用品・手芸・ミシン

1179 （株）ジャストタイム二十四 福岡県福岡市東区松田１丁目１０－１６ 市外 代表取締役 西藤　健太郎 092-624-2251 092-624-2252
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

消防・保安・交通安
全・道路保安

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

1183 エイト商事（株） 福岡県久留米市国分町１２８６ 市内 代表取締役 鶴久　善博 0942-21-1388 0942-21-8633 教材・運動用品

1184 （有）トミマツ商会 福岡県久留米市東合川８丁目６－６ 市内 代表取締役 冨松　靖高 0942-45-3555 0942-45-8346 一般資材・建築材料
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1185 （有）池内リサイクリング 福岡県福岡市西区野方一丁目２６番２０号 市外 代表取締役 重松　久美枝 092-812-3160 0943-76-5107 売払い・再資源買受

1192 フジ地中情報（株）  九州支店 福岡県福岡市南区横手１－１２－４８ 市外 支店長 吉田　高文 092-687-4682 092-687-4683
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

1196 三幸工業（株） 福岡県北九州市小倉北区米町２丁目２－１ 市外 代表取締役 上田　信晃 093-521-7554 093-522-7479 ＯＡ・ソフトウェア

1197 オールハウスメンテナンスグループ 福岡県久留米市城南町２３－２ 市内 代表者 田川　公江 0942-36-0321 0942-37-3501
機械機器・器具・厨房
機器

広告装飾類・室内装飾
品

電気器具・電気製品

1200 富士電機（株）  九州支社 福岡県福岡市博多区店屋町５番１８号 市外 支社長 豊留　昭宏 092-262-7800 092-262-7810
精密機器・計測・分析
機器

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

電気器具・通信機器

1202 （株）ケイエス 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸９－８ 市外 代表取締役 新原　一平 093-551-5775 093-383-8771
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

一般資材・その他（一
般資材類）

医療・衛生・工業用薬
品

1203 （有）福屋 福岡県久留米市東櫛原町１３５３ 市内 代表取締役 河村　昌一郎 0942-39-2929 0942-39-2829
医療・衛生・医療用機
器

消防・保安・消防設
備・消火器

医療・衛生・家庭医薬
品

精密機器・理化学試験
研究機器

精密機器・その他（精
密機器類）

1205 アイティーアイ（株）  久留米支社 福岡県久留米市東櫛原町１０３５－１ 準市内 支社長 多良　憲輔 0942-36-8511 0942-36-8512
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・医療用薬
品

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

医療・衛生・家庭医薬
品

医療・衛生・工業用薬
品

1208 アド・メディア・システム合同会社 福岡県久留米市藤光町１２７３の６ 市内 代表社員 國分　辰美 0942-26-7068 0942-26-6946
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

衣料・繊維・帽子 衣料・繊維・被服

1212 （株）タクマテクノス  九州支店
福岡県福岡市中央区天神３丁目１１－１
天神武藤ビル

市外 支店長 上村　直也 092-738-1890 092-738-1898
医療・衛生・工業用薬
品

1214 （株）ライズファクトリー
東京都千代田区飯田橋２丁目１－４　日東
九段ビル６階

市外 代表取締役 戸田　その子 03-3288-0099 03-3288-0097 印刷・軽印刷 教材・図書出版・販売 印刷・その他（印刷）

1215 （株）カリーノファシリティーズ 熊本県熊本市中央区安政町１番２号 市外 代表取締役 馬場　英治 096-355-3705 096-351-7256
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

1216 ＮＤＳデータソリューションズ（株） 福岡県福岡市博多区石城町１－１ 市外 代表取締役 三舩　英之 092-273-2210 092-273-2218 ＯＡ・ソフトウェア

1218 有価物回収協業組合　石坂グループ 熊本県熊本市東区戸島町２８７４ 市外 代表理事 石坂　孝光 096-389-5501 096-389-5502 売払い・再資源買受

1219 （有）西日本サンクリーン 福岡県太宰府市水城２丁目３０番１４号 市外 代表取締役 宮野　正勝 092-925-1859 092-922-0751 衣料・繊維・寝具



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1221 （株）九州日立システムズ  西九州支店 福岡県久留米市中央町３７番地２０ 準市内 支店長 南里　嘉人 0942-34-8410 0942-34-8867 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

1228 （株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国１丁目１２－８ 市外 代表取締役 砂田　昌彦 03-3846-1088 03-3846-1189 印刷・一般印刷 教材・図書出版・販売 印刷・フォーム印刷

1229 （株）ＱＴｎｅｔ 福岡県福岡市中央区天神１丁目１２－２０ 市外
代表取締役　社長執行
役員

岩﨑　和人 092-981-7571 092-981-7599 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

1230 一般社団法人　日本家族計画協会
東京都新宿区市谷田町１－１０　保健会館
新館

市外 代表理事理事長 三橋　裕行 03-3269-4727 03-3267-2658 教材・図書出版・販売
教材・その他（教材
類）

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

1232 ネットワーク（株） 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町５５４－４ 市外 代表取締役 黒田　英己 053-423-2400 053-423-2410 電気器具・音響器具 電気器具・電気製品
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1238
トヨタエルアンドエフ福岡（株）  久留
米営業所

福岡県久留米市国分町宮園１３４７－２ 準市内 所長 中島　正和 0942-21-4009 0942-22-1207
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1240 サクセス・ベル（株） 広島県江田島市能美町鹿川３６４２－１ 市外 代表取締役 空本　邦男 0823-45-5555 0823-45-3535
教材・学校用品・学校
用什器

教材・図書出版・販売

1243 麻生教育サービス（株）
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２５－
２４

市外 代表取締役 古野　金廣 092-482-7006 092-482-0453 教材・図書出版・販売
医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

ＯＡ・ソフトウェア

1246 楽しくエコする（株） 福岡県筑後市熊野１７１－１１ 市外 代表取締役 井ノ口　哲也 0942-54-0099 0942-80-0132 教材・運動用品
教材・学校用品・学校
用什器

医療・衛生・工業用薬
品

1248 （株）井手口
東京都中央区入船３丁目１０－９　新富町
ビル７階

市外 代表取締役 對比地　徳明 03-6280-3911 03-3297-5077
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1251 隔測計装（株） 福岡県福岡市南区寺塚１丁目２８－５ 市外 代表取締役 鹿林　康男 092-551-1217 092-552-2132 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器

1253 壽化工機（株）  福岡支店
福岡県福岡市中央区白金１－６－９　１０
５号

市外 支店長 野口　和明 092-524-1861 092-524-2006
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

精密機器・計測・分析
機器

上・下水道用資材・ろ
過砂

1261 遊景産業（株） 福岡県福岡市南区警弥郷１丁目１５－１０ 市外 代表取締役 佐田　直樹 092-589-3123 092-589-3317 教材・運動用品

1262 （株）ハダ工芸社 福岡県福岡市城南区田島５丁目２－１７ 市外 代表取締役 波田　英次 092-771-1181 092-712-3037 教材・展示・収蔵用品
教材・学校用品・学校
用什器

広告装飾類・看板・プ
レート

1263 サンケン電気（株）  九州営業所
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目２番１
号　福岡センタービル

市外 九州営業所長 中村　充晴 092-411-5871 092-473-5232 電気器具・電気製品 ＯＡ・ＯＡ機器

1264 （株）ＳＰフォーラム 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 市外 代表取締役 江川　克之 03-6259-1800 03-6259-1801 教材・展示・収蔵用品

1265 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区三丁目３番３号 市外 代表取締役社長 本間　洋 03-5546-8202 03-5546-2005
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

ＯＡ・ソフトウェア

1266 綜合警備保障（株）  福岡支社 福岡県糟屋郡志免町別府北４－２－２０ 市外 支社長 山下　恒夫 092-626-6160 092-626-6164
精密機器・その他（精
密機器類）

医療・衛生・医療用機
器

ＯＡ・ＯＡ機器

1269 ニチレキ（株）  九州支店
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目３－１
７

市外 支店長 長澤　勇 092-663-9900 092-663-9911
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

1272
エア・ウォーター・マテリアル（株）
福岡事業所

福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 市外 所長 梶山　茂典 092-271-5631 092-271-0024
医療・衛生・工業用薬
品

ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

1273 （株）ギャルソン 福岡県久留米市国分町７０６番地４ 市内 代表取締役 藤吉　りえ子 0942-21-3122 0942-21-6739 電気器具・音響器具 電気器具・電気製品 精密機器・視聴覚機器

1276 西部ガス情報システム（株）
福岡県福岡市博多区千代一丁目１５番２７
号

市外 代表取締役 黒田　明 092-633-2511 092-631-3369 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1278 （株）こどものとも福岡  福岡店 福岡県大野城市南ケ丘３－１３－２３ 市外 支店長 佐藤　盛幸 092-596-3200 092-596-5908 教材・保育用品 教材・図書出版・販売 記念品・贈答品

1279 （株）モリタエコノス  福岡支店 福岡県大野城市瓦田４丁目４－３０ 市外 支店長 永利　和哉 092-591-1201 092-501-4215 輸送機器・特殊自動車

1281 都築テクノサービス（株）  福岡営業所 福岡県福岡市博多区千代二丁目１番１５号 市外 所長 柳　円工 092-645-2230 092-645-2240 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1283 （株）消防防災 福岡県福岡市博多区浦田２－１－８ 市外 代表取締役 成良　仁志 092-504-2111 092-504-2117 輸送機器・特殊自動車
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

1284 ユニアデックス（株）  九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目１番１
号

市外 九州支店長 山田　竜郎 092-473-3003 092-472-0791 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア 電気器具・通信機器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1286 松永測機（株）  久留米営業所
福岡県久留米市西町１１８０ー４　ビブレ
久留米１０１号

準市内 所長 荒木　康之 0942-36-5200 0942-36-5210
精密機器・計測・分析
機器

ＯＡ・ＯＡ機器
事務用品・什器・事務
機器・什器

精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ＯＡ用品

1287 （株）オオバ  九州支店 福岡県福岡市中央区大手門１－１－１２ 市外 支店長 栗栖　茂雄 092-714-7521 092-714-6730 ＯＡ・ソフトウェア

1288 （株）九州紙工 福岡県久留米市梅満町１６８２ー１７ 市内 代表取締役 吉田　智樹 0942-33-9445 0942-34-9105 印刷・特殊印刷
医療・衛生・家庭医薬
品

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

印刷・事務用印刷

1293 理想科学工業（株）  理想福岡支店
福岡県福岡市中央区大名１丁目８－１０
福岡安藤ハザマビル

市外 支店長 柳川　俊之 092-781-9281 092-781-9291
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1297 コトブキシーティング（株）  九州支店 福岡県福岡市博多区下川端町１－１ 市外 支店長 主藤　徹郎 092-283-0711 092-283-0712
事務用品・什器・事務
機器・什器

1298
ジョンソンコントロールズ（株）  九州
支店

福岡県福岡市博多区冷泉町４－２０　島津
博多ビル５階

市外 支店長 島﨑　信行 092-291-4767 092-291-4773
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1299 久留米市図書館納入有限責任事業組合 福岡県久留米市通町１０９－１１ 市内 組合長 中嶋　楠雄 0942-30-6221 0942-30-6225 教材・図書出版・販売 教材・音楽用品 教材・映画フィルム

1301 高千穂商事（株） 東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５ 市外 代表取締役 牧野　正明 03-6450-1011 03-6659-5678 印刷・特殊印刷

1303 ワールドウォーターバッグ（株） 大阪府大阪市東住吉区今川１丁目６－２３ 市外 代表取締役 中村　俊夫 06-6713-7465 06-6713-7615
消防・保安・消防設
備・消火器

1304 日本コムテック（株）  東京支店 東京都千代田区内神田２丁目１２－１２ 市外 支配人 関山　学 03-3254-8501 03-3254-8504 教材・運動用品

1307 九州紙商事（株） 福岡県福岡市博多区西月隈３丁目２－１４ 市外 代表取締役 上原　研一 092-401-0010 092-403-0040
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

事務用品・什器・文房
具・紙

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

1309 クリンテック（株）
福岡県福岡市南区野間２丁目１１－１－３
０１

市外 代表取締役 奥薗　眞智子 092-561-5341 092-561-5027 選挙・選挙用品
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

1311 （株）日本インシーク  久留米営業所 福岡県久留米市原古賀町２０－１ 準市内 所長 古澤　清治 0942-40-3773 0942-40-3774
精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ソフトウェア
精密機器・計測・分析
機器

1314 （株）議事録発行センター 岡山県岡山市北区高柳西町１－２３ 市外 代表取締役 友野　泰志 086-255-1332 086-254-6557 ＯＡ・ソフトウェア 電気器具・音響器具

1316 タナカ企画 福岡県久留米市三潴町玉満３０６８ー１１ 市内 代表者 田中　雪男 0942-65-0574 0942-65-0574
事務用品・什器・印章
類

事務用品・什器・文房
具・紙

記念品・贈答品

1317 （株）アイティフォー 東京都千代田区一番町２１ 市外 代表取締役 佐藤　恒徳 03-5275-7841 03-5275-7835 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器

1319 （株）コーネットワーク 大阪府大阪市西淀川区姫島１－１４－１８ 市外 代表取締役 川島　富美子 06-6478-1052 06-6478-1061 ＯＡ・ＯＡ用品

1321 日建リース工業（株）  福岡支店
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字古野ノ口３
４２６－９

市外 支店長 清原　浩一 092-933-1211 092-933-1519
事務用品・什器・事務
機器・什器

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

1322 （株）熊本無線 熊本県熊本市中央区新町３丁目２－２６ 市外 代表取締役 古澤　貴生 096-351-7260 096-351-8103 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具
精密機器・その他（精
密機器類）

1328 （株）積文館書店  たけふじ文泉堂
福岡県久留米市田主丸町田主丸３９５ー２
６

準市内 所長 吉岡　礼太 0943-72-2355 0943-73-2367 教材・図書出版・販売
教材・学校用品・学校
用什器

事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

教材・その他（教材
類）

1330 フクシマガリレイ（株）  久留米営業所
福岡県久留米市山川安居野３丁目１２番５
６号　オフィスパレア久留米Ⅰ　Ａ－１号
室

準市内 所長代行 磯野　淳一 0942-44-9400 0942-44-9401
機械機器・器具・厨房
機器

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

電気器具・電気製品

1331 （株）トーケミ  西部支店 福岡県福岡市博多区東光２丁目１７－１７ 市外 支店長 嶋崎　慶一 092-473-4590 092-473-4599
上・下水道用資材・ろ
過砂

上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

医療・衛生・工業用薬
品

1334 （株）九州みらい研究所 熊本県熊本市東区健軍４丁目１３－２ 市外 代表取締役 福田　博 096-214-6014 096-214-6015 印刷・軽印刷

1335 双葉工業（株）  久留米支店 福岡県久留米市藤山町１５３９－１ 準市内 支店長 渡辺　龍之 0942-48-8115 0942-48-8116
消防・保安・交通安
全・道路保安

広告装飾類・看板・プ
レート

一般資材・建築材料

1338 （株）福岡市民ホールサービス 福岡県福岡市中央区天神５丁目１－２３ 市外 代表取締役 梶原　信一 092-751-6474 092-761-2414 電気器具・音響器具
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

教材・展示・収蔵用品

1340 （株）ＢＯＯＫＳ　あんとく 福岡県久留米市小頭町６－２１ 市内 代表取締役社長 安德　紀美 0942-34-2670 0942-31-7020 教材・図書出版・販売

1341 周南マリコム（株） 山口県周南市入船町２－３ 市外 代表取締役 堀　学明 0834-21-0367 0834-32-9895 電気器具・通信機器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1342 （株）イーエムトラスト 長崎県長崎市城山台一丁目４２番１１号 市外 代表取締役 水元　薫 095-832-1000 095-832-1100 電気器具・通信機器
消防・保安・安全衛生
保護具

1343 （株）東京ダイヨー器械店 福岡県久留米市長門石２－３－１７ 市内 代表取締役 髙井　達朗 0942-33-2727 0942-33-1796
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

精密機器・理化学試験
研究機器

医療・衛生・医療用薬
品

1344 （株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４－１ 市外 専務取締役 依田　茂 03-3216-3962 03-3216-3133 売払い・再資源買受

1346 （株）エス・ケイ・ワイメンテナンス 福岡県久留米市国分町３４２－１ 市内 代表取締役 諸藤　拓郎 0942-65-9296 0942-48-3154
消防・保安・消防設
備・消火器

1348 （株）グッデイ  久留米野中店 福岡県久留米市野中町３８０番５ 準市内 店長 假屋　大和 0942-45-5628 0942-45-5635
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

農林水産物・生花・園
芸資材

一般資材・建築材料

1349 （株）ブロードリンク
東京都中央区日本橋室町４－３－１８　東
京建物室町ビル８階

市外 代表取締役 榊　彰一 03-3516-8777 03-3516-8778 売払い・再資源買受 ＯＡ・ＯＡ機器

1355 ＴＳＰ太陽（株）  福岡営業所
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１５－
１９

市外 所長 柳澤　佳男 092-411-8225 092-474-6039
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・イベント
用品

1357 （株）クマヒラ  九州支社 福岡県福岡市博多区中呉服町１－３ 市外 取締役支社長 秋庭　一郎 092-281-2168 092-281-1211
精密機器・その他（精
密機器類）

事務用品・什器・事務
機器・什器

1358 大和産業（株） 佐賀県佐賀市高木瀬西１丁目５－１９ 市外 代表取締役 岩瀬　豊美 0952-30-5792 0952-30-6695
広告装飾類・イベント
用品

ゴム・皮製品・テン
ト・シート

1359 （株）サカヒラ 福岡県飯塚市潤野１１３３－６ 市外 代表取締役 坂平　隆司 0948-22-8749 0948-22-8713
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

一般資材・セメント・
骨材

1360 ダイヤモンド秀巧社印刷（株） 福岡県福岡市東区松田３丁目９－３２ 市外 代表取締役社長 坂口　淳一 092-621-8711 092-621-9459 印刷・一般印刷 教材・図書出版・販売 その他（記念品類）

1362 （株）シーエスエス総合舞台 愛知県名古屋市千種区松軒１丁目５－１６ 市外 代表取締役 真野　幸明 052-711-2266 052-711-2313
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

衣料・繊維・縫製品 電気器具・音響器具

1366 東京書籍（株）  九州支社 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１７－２８ 市外 支社長 大西　史敏 092-771-1536 092-714-3519
教材・その他（教材
類）

教材・学校用品・学校
用什器

教材・図書出版・販売

1367 光伸（株）  福岡営業所
福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目２－１
０　南近代ビル

市外 所長 西原　大祐 092-473-4718 092-473-4720
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

1368
富士通ネットワークソリューションズ
（株）  九州支店

福岡県福岡市博多区東比恵３丁目１－２ 市外 九州支店長 藤原　秀聡 092-707-5630 092-473-5969 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器

1370 （株）三進ろ過工業  九州営業所
福岡県福岡市博多区博多駅南三丁目５－１
８　ニッシンビル２０６号室

市外 所長 中　裕一 092-441-2276 092-441-2270
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1374 アルテック（株）  久留米営業所 福岡県久留米市藤山町１５３９－４ 準市内 所長 浦　順喜 0942-65-5572 0942-65-5573
消防・保安・交通安
全・道路保安

広告装飾類・看板・プ
レート

1379 （株）中西製作所  九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅南５丁目９－２
４

市外 支店長 小谷　雅人 092-431-1731 092-431-1735
機械機器・器具・厨房
機器

1380 （有）イトヤ  久留米店 福岡県久留米市諏訪野町２７０５－２ 準市内 店長 手嶋　仁昭 0942-32-6844 0942-32-6844 衣料・繊維・被服
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

消防・保安・安全衛生
保護具

1381 石垣メンテナンス（株）  九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 市外 支店長 池田　慎太郎 092-473-6981 092-471-1679
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

医療・衛生・工業用薬
品

1383 （株）地域環境計画  九州支社
福岡県福岡市早良区室見一丁目１０番１２
号　ヒルズ室見

市外 九州支社長 中武　禎典 092-833-5270 092-833-5271
農林水産物・その他
（農林水産物類）

精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ソフトウェア

1389 （株）データホライゾン
広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３
５号

市外 代表取締役 内海　良夫 082-279-5550 082-501-2276 印刷・その他（印刷） ＯＡ・ＯＡ機器

1392
メタウォーターサービス（株）  事業推
進本部西日本営業部

大阪府大阪市北区小松原町２－４　大阪富
国生命ビル

市外 部長 鬼頭　伸郎 06-7709-9512 06-7709-9536
医療・衛生・工業用薬
品

上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1394 （株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 市外 代表取締役 井上　喜代志 075-601-3103 075-622-3103 教材・展示・収蔵用品
教材・その他（教材
類）

広告装飾類・室内装飾
品

1396 （株）コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 市外 代表取締役 捧　雄一郎 025-371-4111 025-371-4141
農林水産物・生花・園
芸資材

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

一般資材・建築材料

1397 （株）エスプレス大分
大分県大分市大字下郡字向新地３７２０番
地の１

市外 代表取締役 椎原　邦友 097-569-2482 097-554-6651 売払い・再資源買受

1403 ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂５丁目１－１１ 市外 代表取締役社長 嶋村　謙志 092-441-0793 092-441-0796
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

医療・衛生・工業用薬
品



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1404
（株）日本ビジネスデータープロセシン
グセンター

兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９ 市外 代表取締役 池　惠二 078-332-0871 078-332-0283 ＯＡ・ソフトウェア

1405 （株）サンリーク  九州支店 福岡県福岡市西区福重５丁目４番１１号 市外 支店長 中田　正幸 092-892-1131 092-892-1132
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

上・下水道用資材・配
管・器材

1406 （株）ケー・デー・シー  西日本支店
福岡県福岡市中央区天神３丁目１１－２０
天神エフビル

市外 支店長 宇賀神　満則 092-781-2880 092-781-2881 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1407 （株）えむぼま 愛媛県松山市余戸中４丁目５番４３号 市外 代表取締役 森　正彦 089-974-2297 089-974-2452
消防・保安・その他
（消防・保安類）

電気器具・通信機器

1408 （有）サンロック 鹿児島県垂水市浜平１８０５－５ 市外 代表取締役 岩元　みづえ 0994-32-1387 0994-32-3166
精密機器・計測・分析
機器

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1409 （株）フカノ楽器店 福岡県福岡市南区井尻４－２－５１ 市外 代表取締役 藤田　和博 092-501-4056 092-501-4055 教材・音楽用品

1412 富士警備保障（株）  福岡支社
福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目１－５
博多サンシティビル３Ｆ

市外 支社長 吉村　英治 092-477-3919 092-477-3925
精密機器・その他（精
密機器類）

医療・衛生・医療用機
器

1413 エムシス 福岡県久留米市三潴町高三潴１１７７－７ 市内 代表 諸藤　秀徳 0942-55-1182 0942-55-1182
精密機器・その他（精
密機器類）

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1418 （株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 福岡県福岡市博多区対馬小路１－２１ 市外 代表取締役 藤本　尚伸 092-282-6850 092-283-6860
精密機器・計測・分析
機器

1419 （株）ヨシタケ 福岡県久留米市田主丸町豊城１７６７－６ 市内 代表取締役 吉武　宏一 0943-72-2145 0943-73-1354
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1421 （株）シルバーメイト 福岡県久留米市東合川７丁目１３－５５ 市内 代表取締役 坂井　恒典 0942-41-1500 0942-41-1502
医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

1422 丸菱航業（株） 福岡県北九州市小倉北区昭和町１３番７号 市外 代表取締役 首藤　英雄 093-921-3292 093-921-1836
広告装飾類・看板・プ
レート

印刷・その他（印刷）

1423 （株）野田コーポレーション 福岡県筑後市大字山ノ井３６２ 市外 代表取締役 野田　展宏 0942-53-4134 0942-53-7021 教材・図書出版・販売

1427 （株）日本電子 福岡県福岡市南区折立町５－５９ 市外 代表取締役 梅本　享祐 092-582-0511 092-592-4600 電気器具・通信機器
精密機器・計測・分析
機器

精密機器・その他（精
密機器類）

1428 千年屋印刷 福岡県久留米市山川町１６５０ 市内 　 中野　彰宜 0942-43-2400 0942-43-2408 印刷・事務用印刷 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

1429 （有）井上デザイン 福岡県久留米市太郎原町１５４５－１ 市内 代表取締役 井上　雅之 0942-41-4035 0942-41-4038
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

1430 （株）パシフィックシステム 宮崎県日向市永江町１丁目１０５ 市外 代表取締役 穂野　豊 0982-53-2138 0982-54-3269 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1434 （株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３ 市外 代表取締役 山村　健一郎 03-3221-5558 03-3221-5521 教材・展示・収蔵用品
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・室内装飾
品

1435 ジェイアンドスミス（株） 福岡県久留米市荒木町藤田１４２３－３７ 市内 代表取締役 福田　雄二 0942-22-1611 0942-22-1520
医療・衛生・工業用薬
品

1438 （有）ケアサポート九州  久留米営業所 福岡県久留米市国分町１４３７－１ 準市内 所長 山下　友偉 0942-27-6801 0942-27-6802
医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・家庭医薬
品

1440 光進電気工業（株）  福岡支店
福岡県福岡市博多区東光２丁目６－１０
エアールートビル３０２号

市外 支店長 加藤　信治 092-483-8808 092-483-8809
精密機器・計測・分析
機器

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

消防・保安・その他
（消防・保安類）

1441 （株）水機テクノス  九州支店 福岡県福岡市博多区吉塚一丁目２７－１７ 市外 支店長 宮﨑　龍一 092-624-7500 092-624-7532
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

精密機器・計測・分析
機器

1444 （株）日展 大阪府大阪市北区万歳町３－７ 市外 代表取締役 田加井　徹 06-6362-2210 06-6362-6030 教材・展示・収蔵用品
広告装飾類・看板・プ
レート

1445 （株）ユー・エス・イー  九州支社
福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目１４－
１博多深見パークビルディング８Ｆ

市内 支社長 田中　和幸 092-409-6301 092-409-6308 ＯＡ・ソフトウェア

1451 （株）うえしまスポーツ 福岡県八女市本町１番地６２－１ 市外 代表取締役 上島　登美子 0943-23-3959 0943-24-1886 教材・運動用品 衣料・繊維・被服
日用品・清掃用品（業
務用）

1453 （株）コミクリ
東京都三鷹市下連雀三丁目３８－１６　ス
マート・パーク三鷹

市外 代表取締役 佐藤　弘人 0422-24-8851 0422-24-8861 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1454
ＯＫＩクロステック（株）  九州支社別
館

福岡県福岡市中央区長浜一丁目１－３５ 市外 営業部長 古賀　真之 092-762-7811 092-762-7820 電気器具・通信機器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1459 （財）建築行政情報センター 東京都新宿区神楽坂１丁目１５ 市外 理事長 後藤　隆之 03-5225-7701 03-5225-7731 ＯＡ・ソフトウェア

1461 日本事務器（株）  九州支社 福岡県福岡市博多区住吉一丁目２－２５ 市外 支社長 大下　雅弘 050-3000-1730 092-291-7437 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

1462 （株）和光薬品 福岡県福岡市中央区六本松一丁目６－５ 市外 代表取締役 小松　公秀 092-781-7373 092-761-5883
医療・衛生・家庭医薬
品

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

医療・衛生・防疫用薬
品

1465 光富スポーツ  久留米店 福岡県久留米市通町１０１－８ 準市内 光富　健太郎 0942-48-1015 0942-48-1016 教材・運動用品 記念品・記章・カップ
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

衣料・繊維・帽子 衣料・繊維・被服

1466 （株）シー・エス・シー 福岡県久留米市東合川新町１１－５８ 市内 代表取締役 船橋　弘介 0942-44-8448 0942-41-9850 輸送機器・自動車部品

1468 オルガノ（株）  九州支店 福岡県福岡市中央区白金１丁目４－２ 市外 九州支店長 岡田　敏行 092-526-7833 092-526-7922
精密機器・理化学試験
研究機器

1469 （株）五星 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０番地１ 市外 代表取締役 今中　雅樹 0875-72-4181 0875-72-4225 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1470 旭防災設備（株）  九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 市外 九州支店長 小林　将成 092-437-2525 092-437-2555 電気器具・電気製品
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・その他
（消防・保安類）

1471 久留米消防設備メンテナンス（有） 福岡県久留米市宮ノ陣四丁目１５－１７ 市内 代表取締役 角　信廣 0942-27-7715 0942-27-7718
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

消防・保安・交通安
全・道路保安

1472 セゾン（株）  久留米支店 福岡県久留米市東合川５丁目１番３８号 準市内 支店長 古賀　政男 0942-43-3558 0942-43-3557
精密機器・その他（精
密機器類）

電気器具・通信機器
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

ＯＡ・ＯＡ機器
機械機器・器具・厨房
機器

1474 （株）オフィス・エヌ 福岡県福岡市東区多の津１丁目２０－１４ 市外 代表取締役社長 伊東　健太郎 092-622-6225 092-622-2070
事務用品・什器・事務
機器・什器

精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ＯＡ機器

1475 ＩＣＴコンストラクション（株）
福岡県福岡市博多区冷泉町５－３５　福岡
祇園第一生命ビル５階

市外 代表取締役 松田　清信 092-263-7880 092-263-7878 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1476 （株）サイネックス
大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３－１
５

市外 代表取締役 村田　吉優 06-6766-3363 06-6766-3349 印刷・その他（印刷） 印刷・一般印刷
消防・保安・消防設
備・消火器

1479
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト
（株）

大阪府大阪市北区大深町３－１ 市外 代表取締役 秋山　修二 06-6147-5091 06-6376-3572
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

1480 ソリマチ（株） 新潟県長岡市表町１丁目４－２４ 市外 代表取締役 反町　秀樹 0258-33-4435 0258-33-2851 ＯＡ・ソフトウェア

1481 （有）古賀自動車 福岡県久留米市草野町矢作４７２ 市内 代表取締役 古賀　博幸 0942-47-0066 0942-47-2757
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・自動車部品

1483 山下（株） 福岡県久留米市日吉町１７－１２ 市内 代表取締役 山下　剛史 0942-33-2244 0942-37-3655 記念品・贈答品 記念品・記章・カップ
精密機器・その他（精
密機器類）

消防・保安・消防設
備・消火器

衣料・繊維・縫製品

1484 新明和ウエステック（株）  施設運営部 東京都台東区東上野５丁目１６－５ 市外 施設運営部部長 吉田　優 03-5830-2830 03-3845-4275
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1488 （株）ハウツ
佐賀県三養基郡基山町小倉１６６７－４－
２

市外 代表取締役 多賀谷　美音 0942-85-7789 0942-85-7790 教材・運動用品 教材・保育用品

1489 北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地１５－３２ 市外 代表取締役 江畑　佳明 018-834-1811 018-834-1815 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

1490 （株）エクス 岐阜県羽島市舟橋町本町５丁目３２ 市外 代表取締役 渡辺　勉 058-227-3410 058-227-3409 ＯＡ・ソフトウェア

1491 メディアインターナショナル（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１番３
３号

市外 代表取締役 江口　揚 092-474-1598 092-474-1676
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ゴム・皮製品・テン
ト・シート

1495 （株）アトル  筑後営業部 福岡県久留米市山川神代１－１０－１８ 準市内 営業部長 釜堀　善和 0942-45-8451 0942-45-8444
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

医療・衛生・医療用薬
品

1496 江口金属（株） 佐賀県杵島郡白石町大字築切４０２３－５ 市外 代表取締役 江口　弘幸 0952-84-5587 0952-84-6194 売払い・再資源買受 輸送機器・自動車部品

1501 福岡日信電子（株） 福岡県福岡市西区姪の浜４丁目１０－５ 市外 代表取締役 調　浩一 092-891-5865 092-881-9353
精密機器・その他（精
密機器類）

輸送機器・原付自転
車・自転車

電気器具・電気製品

1502
アルフォーインターナショナル（株）
九州支店

福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８ 市外 支店長 長尾　和美 092-761-5501 092-761-5510
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

ごみ袋・包装資材・そ
の他（包装資材類）

1505
（株）キョウエイアドインターナショナ
ル  福岡支社

福岡県福岡市中央区天神１－１５－３５ 市外 支社長 迫　修治 092-722-5511 092-751-2695
広告装飾類・看板・プ
レート



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1507 （株）にしけいセキュリティサービス 福岡県福岡市博多区店屋町５－１０ 市外 代表取締役社長 山口　浩一 092-261-2470 092-261-2480
精密機器・その他（精
密機器類）

1510 （株）ヤマダデンキ  久留米営業所 福岡県久留米市東櫛原町１１４４－５ 準市内 所長 真鍋　孝太 0942-36-4144 0942-36-4147 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・電気製品 精密機器・視聴覚機器
精密機器・その他（精
密機器類）

電気器具・音響器具

1511 松本興産（株） 福岡県福岡市東区千早６丁目５－７ 市外 代表取締役 松本　国彦 092-672-4780 092-672-4782
上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

医療・衛生・医療用機
器

一般資材・建築材料

1512 （株）西部保安  久留米支店 福岡県久留米市北野町中３０７９－２ 準市内 支店長 岩見　誠治 0942-78-0345 0942-78-0346
消防・保安・交通安
全・道路保安

1513 （有）馬場産業  久留米営業所
福岡県久留米市合川町１６４５－３－１０
２

準市内 営業所長 田中　耕二 0942-65-7511 0942-65-7512
消防・保安・交通安
全・道路保安

1515 （株）九州第一興商 福岡県福岡市博多区博多駅南６丁目２－５ 市外 代表取締役 馬場　勝彦 092-412-2111 092-414-1151 電気器具・音響器具 精密機器・視聴覚機器

1516
（株）エクシング  エリア営業部西日本
エリア営業グループ福岡第二支店

福岡県福岡市博多区豊２－２－４０ 市外 支店長 山西　充之 092-473-1060 092-473-1050 電気器具・音響器具

1517 （株）エンセン 福岡県福岡市南区弥永５丁目４－１３ 市外 代表取締役 中島　秀樹 092-573-3550 092-573-3558
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

広告装飾類・イベント
用品

記念品・記章・カップ

1518 （株）熊本流通情報センター 熊本県熊本市南区流通団地一丁目２４ 市外 代表取締役 石櫃　紳一郎 096-377-2055 096-377-2051 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器

1519 （株）セラビ  福岡支店 福岡県福岡市博多区豊１丁目４－３０ 市外 支店長 橋本　雅士 092-437-1550 092-437-1551 ＯＡ・ＯＡ用品 ＯＡ・ＯＡ機器
事務用品・什器・文房
具・紙

1522
東京ガスエンジニアリングソリューショ
ンズ（株）

東京都港区海岸一丁目２－３ 市外 代表取締役 小西　康弘 03-6452-8470 03-6452-8392 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1528 富士ソフトサービスビューロ（株） 東京都墨田区江東橋二丁目１９－７ 市外 代表取締役 佐藤　諭 03-5600-1731 03-5600-1730 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

1530
（株）システムハウスアールアンドシー
九州支店

福岡県福岡市博多区下呉服町１－１－４Ｆ 市外 支店長 青木　隆典 092-261-5255 092-261-5256
一般資材・その他（一
般資材類）

1531 （株）オーパーツ
福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目２番３
号

市外 代表取締役 原野　猛 092-412-0082 092-292-0088 電気器具・電気製品

1532 サンネット（株） 神奈川県小田原市栄町一丁目６－１ 市外 代表取締役 市川　聡 0465-22-9707 0465-22-9714 ＯＡ・ソフトウェア

1534 （株）東京白衣 福岡県福岡市中央区荒戸３－７－２２ 市外 代表取締役 齋藤　守 092-761-5953 092-771-8359 衣料・繊維・被服 ゴム・皮製品・靴
消防・保安・安全衛生
保護具

1535
（株）インテック  行政システム事業本
部　西日本公共ソリューション部

大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目６番２
９号　フォーキャスト堺筋本町ビル

市外 部長 宝田　久也 050-1702-0476 06-7657-4773 ＯＡ・ＯＡ機器

1536 アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１－６ 市外 代表取締役 八瀬　誠 06-6231-0771 06-6202-3690 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1537 日本システムケア（株） 東京都品川区東品川二丁目３－１２ 市外 代表取締役 家近　茂 03-6228-1010 03-5783-5588 売払い・再資源買受

1539 （株）エヌ・アイ・ケイ 熊本県熊本市中央区水道町１４－２７ 市外 代表取締役 黒田　剛 096-320-9588 096-320-9587 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1540 ＳＢテクノロジー（株） 東京都新宿区新宿六丁目２７－３０ 市外 代表取締役 阿多　親市 03-6892-3050 03-6892-3913 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・通信機器 ＯＡ・ソフトウェア

1541 （株）ウチダシステムズ  久留米支店 福岡県久留米市本町１０－２６　丸善ビル 準市内 支店長 仲村　敏雅 0942-40-3123 0942-40-3122 ＯＡ・ＯＡ機器
教材・学校用品・学校
用什器

精密機器・視聴覚機器

1542 表示灯（株）  福岡支社
福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８
福岡天神センタービル４階

市外 支社長 深澤　惣悟 092-761-2611 092-781-2915
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

1543
シンフォニアエンジニアリング（株）
九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前４－１３－６ 市外 支店長 柿川　誠一 092-441-6201 092-441-6033
電気器具・その他（電
気器具類）

1544 （株）久留米電気商会 福岡県久留米市小頭町５－１ 市内 代表取締役 稲益　大介 0942-32-3535 0942-32-3558 電気器具・電気製品
精密機器・その他（精
密機器類）

電気器具・音響器具

1545 （株）モロフジ 福岡県筑紫野市武藏３丁目２－１８ 市外 代表取締役 諸藤　俊郎 092-924-0003 092-923-7067
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

1546 （株）日本総合希画
福岡県北九州市小倉北区三萩野３丁目１－
１

市外 代表取締役 和嶋　亮介 093-952-2077 093-952-2078 その他（記念品類）
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

印刷・一般印刷



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1547 （株）シンテン  福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番
１７

市外 支店長 武上　博 092-477-2551 092-477-2552
教材・その他（教材
類）

1548 ネットワンシステムズ（株）
東京都千代田区丸の内二丁目７番２号　Ｊ
Ｐタワー

市外 代表取締役 竹下　隆史 03-6433-1724 03-6433-1709 ＯＡ・ＯＡ機器

1549 （株）デザインアーク  福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目９－１
１

市外 支店長 田村　一也 092-474-6111 092-471-1872
事務用品・什器・事務
機器・什器

電気器具・電気製品
広告装飾類・室内装飾
品

1550 （株）ピー・ビーシステムズ 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目３－２４ 市外 代表取締役社長 冨田　和久 092-481-5669 092-481-2286 ＯＡ・ソフトウェア
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

ＯＡ・ＯＡ機器

1553 村上産業（株）  今治支店 愛媛県今治市黄金町４丁目５番地７ 市外 今治支店長 池内　英昌 0898-32-4610 0898-32-4137
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

1554
コニカミノルタジャパン（株）  パート
ナー営業本部　西日本営業統括部

福岡県久留米市東合川３－１４－１０ 準市内 統括部長 鶴岡　秀仁 0942-44-7585 0942-45-5017
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

1558 ソフトバンク（株） 東京都港区海岸一丁目７番１号 市外 代表取締役 今井　康之 03-6889-2699 03-4288-2613 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器
精密機器・その他（精
密機器類）

1559 （株）Ｇ－Ｐｌａｃｅ  大阪支店
大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号
住友生命新大阪北ビル１３階

市外 支店長 古川　輝雄 06-6210-6666 06-6210-6667 ＯＡ・ソフトウェア

1562 （株）ハッセイ 福岡県北九州市八幡西区市瀬一丁目２－１ 市外 代表取締役 樋口　和宏 093-631-6600 093-642-7596 輸送機器・特殊自動車

1563 ＴＩＳ（株）  九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目５－１ 市外 支社長 山本　將博 092-433-2522 092-433-2527 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1565 カシス
福岡県久留米市梅満町１６２４－１　レン
タルルーム１０２号

市内 代表 木下　ひろみ 0942-65-4723 0942-65-4728 記念品・贈答品
事務用品・什器・印章
類

1566 （株）赤尾  福岡支店
福岡県福岡市博多区那珂３丁目１１番２０
号

市外 取締役支店長 中川　伸二 092-431-9221 092-451-3433 輸送機器・特殊自動車

1567
マツハヤ・コーポレーション（株）  久
留米営業所

福岡県久留米市宮ノ陣四丁目２９－１１
久留米ビジネスプラザ４０８

準市内 所長 山口　香樹 0942-36-4646 0942-36-4656 ＯＡ・ＯＡ用品

1570
文化シヤッターサービス（株）  九州
サービス支店

福岡県福岡市博多区金の隈２丁目２０番４
８号

市外 支店長 原口　祐二 092-503-2284 092-503-2681 一般資材・建築材料

1571 （株）オートメイション・テクノロジー 福岡県福岡市南区那の川１丁目２４－１ 市外 代表取締役 城野　正明 092-523-8400 092-523-8401 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1572 （株）ツカサ創研  福岡本店
福岡県福岡市中央区今泉１丁目１２－８
天神ＱＲビル６階

市外 店長 坂田　誠一 092-736-1211 092-736-1133 教材・展示・収蔵用品
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・イベント
用品

1573
ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
営業統括本部

東京都江東区新木場１－１８－７ 市外 本部長 神田　健治郎 03-5534-2625 03-5534-2559 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

1574
（株）スマートバリュー  クラウドイノ
ベーションＤｉｖｉｓｉｏｎ

大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号
京阪神御堂筋ビル１４階

市外 ＤｉｖＭａｎａｇｅｒ 大脇　正人 06-6227-5563 06-6227-5564 ＯＡ・ソフトウェア

1575 川浪電気工事（株） 福岡県久留米市本町１２－１６ 市内 代表取締役 永野　英明 0942-38-5678 0942-38-5681 電気器具・電気製品
電気器具・その他（電
気器具類）

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1577 （株）カワデン 福岡県久留米市本町１２－１３－２ 市内 代表取締役 金子　晴樹 0942-38-5659 0942-38-5662
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・その他
（消防・保安類）

1580
エイトレント（株）  西日本営業部九
州・福岡営業所

福岡県糟屋郡粕屋町仲原ミヨリ２７８７－
１

市外 所長 川嶋　朋広 092-686-7788 092-686-7789
事務用品・什器・事務
機器・什器

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

広告装飾類・イベント
用品

1581 （株）ふくどみ教材 福岡県久留米市津福本町１７１８－３ 市内 代表取締役 福富　恵一郎 0942-50-1777 0942-50-1778
教材・学校用品・学校
用什器

ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1582 （株）リョーテック 福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－１３ 市外 代表取締役 川本　照久 092-411-6002 092-483-0912 電気器具・電気製品
機械機器・器具・厨房
機器

1583 （株）ティーガイア  九州支社
福岡県福岡市博多区祇園町７－２０　博多
祇園センタープレイス１０Ｆ

市外
専務執行役員　九州支
社長

福島　守司 092-283-7600 092-283-7611 ＯＡ・ソフトウェア 電気器具・通信機器

1584 （株）ディスカバリージャパン 福岡県久留米市梅満町１６５０－９ 市内 代表取締役 案納　伸介 0942-35-3122 0942-35-3129 記念品・贈答品 記念品・記章・カップ その他（記念品類） 衣料・繊維・縫製品
日用品・その他（日用
品類）

1588 （株）ミューテックス 埼玉県川越市南台３丁目１番地２６ 市外 代表取締役 田中　幸徳 049-293-8563 049-293-8567 ＯＡ・ソフトウェア

1589 （株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８ 市外 代表取締役社長 飯塚　真規 028-648-2111 028-647-1215 ＯＡ・ＯＡ機器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1590 今別府産業（株）  福岡支店 福岡県福岡市博多区井相田３－２５－１ 市外 支店長 村吉　裕樹 092-582-1261 092-582-4078
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

一般資材・鉄鋼・非鉄
製品等

一般資材・セメント・
骨材

1592 ホクトライティング（株） 福岡県福岡市東区和白丘２丁目１０－６ 市外 代表取締役 澤田　明夫 092-607-7278 092-607-7279 電気器具・電気製品

1593
（株）ジェイエスキューブ  第七営業本
部

福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５ 市外 本部長 金子　潤二 092-412-0005 092-412-0430
事務用品・什器・事務
機器・什器

ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1595 （株）サンヨウ 福岡県小郡市古飯７６４－１ 市外 代表取締役 新田　五常 0942-41-2211 0942-41-2215
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

1597
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業シス
テム  西日本支店

福岡県福岡市中央区長浜一丁目１番１号
ＫＢＣビル９階

市外 支店長 後藤　智博 092-715-8668 092-715-8778 電気器具・音響器具 電気器具・通信機器
精密機器・その他（精
密機器類）

1598 シャープマーケティングジャパン（株） 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 市外 取締役 美甘　將雄 050-5444-7853 06-6794-9644 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

1599 （株）明電エンジニアリング  九州支店 福岡県福岡市博多区住吉五丁目５－３ 市外 支店長 新居田　正浩 092-471-2511 092-471-2555
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1600
（株）ベネッセコーポレーション  小中
学校事業部

東京都新宿区西新宿２-１-１新宿三井ビル
ディング

市外 部長 小柳　博崇 042-356-0127 042-356-7120
教材・学校用品・学校
用什器

1603
東京コンピュータサービス（株）  福岡
支店

福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１８－
２５　第五博多偕成ビル８階

市外 支店長 山﨑　哲昌 092-431-8161 092-431-6949 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

1605 （株）オーニシ
福岡県福岡市博多区博多駅南５丁目１５－
３２

市外 代表取締役 大西　怜 092-451-1216 092-451-4348 ＯＡ・ＯＡ機器
事務用品・什器・事務
機器・什器

ＯＡ・ソフトウェア

1607 オリエンタル機電（株） 大阪府大阪市中央区南船場４丁目６－１０ 市外 代表取締役 岸　邦明 06-6251-3415 06-6251-3739
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1609 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王１丁目３－５ 市外 代表取締役 尻無濱　秀治 03-3773-2021 03-3773-7912 電気器具・通信機器

1611
富士フイルムデジタルソリューションズ
（株）

東京都中野区中野４丁目１０－２　中野セ
ントラルパークサウス６Ｆ

市外 代表取締役 井上　あまね 03-5913-2302 03-3228-3119
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

1613 （株）ムービーマネジメントカンパニー
東京都渋谷区恵比寿南１丁目１－１０サウ
スコラム小林ビル８Ｆ

市外 代表取締役 石橋　隆文 03-5768-0821 03-3716-8650 教材・映画フィルム
教材・学校用品・学校
用什器

教材・保育用品

1614 エール（株） 滋賀県大津市神領３丁目１２－１ 市外 代表取締役 居關　和江 077-545-0315 077-545-0316 教材・保育用品

1616
キャタピラー九州（株）  福岡・佐賀支
店

福岡県筑紫野市針摺東３丁目６－１ 市外 支店長 衛藤　信孝 092-924-1212 092-924-1220
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

1617 イマムラ建材 福岡県久留米市荒木町白口２１４４－１ 市内 代表 今村　鞆浩 0942-26-1719 0942-26-5511
一般資材・セメント・
骨材

教材・運動用品
消防・保安・交通安
全・道路保安

1618 （株）クリーン発酵九州 熊本県荒尾市大島１７３８番２ 市外 代表取締役 坪井　敏 0968-62-5588 0968-62-5188
農林水産物・飼料、肥
料

1620 （株）服巻商事  久留米支店 福岡県久留米市国分町１４１５－４ 準市内 支店長 猿橋　円 0942-22-3300 0942-21-1700 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

事務用品・什器・事務
機器・什器

事務用品・什器・文房
具・紙

1621 （株）通電技術  福岡営業所
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目５番１
９号

市外 所長 高橋　博靖 092-686-8645 050-3153-7626 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器

1622 （株）健康日本総合研究所 岡山県倉敷市福田町古新田１２１４－１７ 市外 代表取締役 井上　泰裕 086-454-0208 086-454-0228
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

ＯＡ・ソフトウェア

1623
オムロンフィールドエンジニアリング
（株）  九州支店

福岡県福岡市博多区東比恵２－７－１ 市外 支店長 川添　陽二 092-451-6761 092-414-1625
精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ＯＡ機器
医療・衛生・医療用機
器

1624 極東サービス（株）  九州出張所 福岡県福岡市南区高木１丁目４－１０ 市外 所長 曽和　功宏 092-477-5666 092-477-5661
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1626 ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平１丁目７０－２ 市外 代表取締役 深澤　重幸 042-560-2042 042-560-2273
事務用品・什器・事務
機器・什器

1627
住友重機械エンバイロメント（株）  福
岡支店

福岡県福岡市博多区店屋町８－３０ 市外 支店長 加島　喜裕 092-283-1675 092-283-1677
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

1629 （株）乙媛印刷社  福岡営業所
福岡県福岡市城南区西片江２丁目１６－８
－２０２

市外 所長 三瀬　堅司 092-864-1530 0894-62-4153 印刷・その他（印刷） 印刷・一般印刷

1631 浅野アタカ（株）  九州支店 福岡県福岡市中央区白金二丁目１１番９号 市外 支店長 古賀　秀一 092-534-8580 092-534-8625
上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

上・下水道用資材・水
道メーター

医療・衛生・工業用薬
品



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1632 ケイティケイ（株）  福岡営業所
福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１９－
３　博多小松ビル

市外 所長 竹内　俊介 092-412-6811 092-412-4990 ＯＡ・ＯＡ用品
事務用品・什器・文房
具・紙

事務用品・什器・事務
機器・什器

1633 （株）エルコムジャパン 福岡県福岡市博多区東比恵３－３１－１１ 市外 代表取締役 出利葉　勝則 092-260-8768 092-436-6568
電気器具・その他（電
気器具類）

1634 （株）写真のトクダ 福岡県筑紫野市二日市北１丁目３－３ 市外 代表取締役 德田　博 092-922-6464 092-922-6032 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

1635 中村忠畳店 福岡県久留米市津福本町523 市内 代表 中村　弘士 0942-33-2810 0942-30-0555 教材・運動用品

1636 秋山商事（株）  久留米支店 福岡県久留米市三潴町西牟田４６７４－１ 準市内 支店長 田添　和夫 0942-64-5505 0943-22-6662 売払い・再資源買受

1637 （株）ＮＤＫＣＯＭ 長崎県長崎市栄町５番１１号 市外 代表取締役 中野　一英 095-824-3511 095-824-4068 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1638 富士通リース（株）  九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目１－２ 市外 支店長 阿部　泰朋 092-474-1801 092-451-6440 ＯＡ・ＯＡ機器

1639 川村産業（株） 福岡県久留米市六ツ門町１７－１１ 市内 代表取締役社長 川村　修平 0942-33-5195 0942-36-1117
ごみ袋・包装資材・包
装資材

1640 （株）フレーベル館  福岡支社 福岡県福岡市南区曰佐４丁目３３－１８ 市外 支社長 長本　守 092-574-8611 092-574-4851 教材・保育用品 教材・運動用品 教材・音楽用品

1643 （株）アトリエスカイ 福岡県筑後市熊野１４９８－１ 市外 代表取締役 河島　賢明 0942-53-2442 0942-53-2448 教材・音楽用品

1644 福岡トヨペット（株）  法人営業部 福岡県福岡市博多区豊２－５－３１ 市外 部長 平田　哲也 092-411-0141 092-441-0742
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・自動車部品 輸送機器・特殊自動車

1645 （株）オカジマ商事 福岡県久留米市上津町２２０３－３３２ 市内 常務取締役 斉藤　斗志 0942-22-4403 0942-22-4445 衣料・繊維・被服

1648 アマノエスエス（株） 長崎県長崎市大手２－１－３６　７号 市外 代表取締役 岩村　光高 095-842-5049 095-842-5050
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1649 （株）ユニマットライフ  久留米営業所 福岡県久留米市西町５７５－３ 準市内 所長 平山　聖博 0942-31-5913 0942-31-5917 ＯＡ・ＯＡ用品 農林水産物・茶

1650 （株）プロゴワス  福岡オフィス 福岡県福岡市中央区赤坂１－１２－８ 市外 支店長 赤星　健 092-762-7687 092-762-7688 印刷・事務用印刷 印刷・フォーム印刷 印刷・一般印刷

1651 サイブ（株） 福岡県福岡市城南区梅林２－１１－１４ 市外 代表取締役 上田　和憲 092-874-0123 092-874-8080
医療・衛生・工業用薬
品

医療・衛生・医療用薬
品

医療・衛生・家庭医薬
品

1653 三井住友ファイナンス＆リース（株） 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 市外 取締役社長 橘　正喜 092-233-1179 092-233-1186 ＯＡ・ＯＡ機器
医療・衛生・医療用機
器

電気器具・通信機器

1656 （株）広研 福岡県福岡市中央区天神４－６－２８ 市外 代表取締役 松本　恒憲 092-715-8571 092-712-6664
広告装飾類・看板・プ
レート

印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

1658
水ｉｎｇエンジニアリング（株）  九州
支店

福岡県福岡市中央区天神３－９－２５ 市外 支店長 荒巻　敏美 092-517-5740 092-715-7429
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

1659 （株）ブレインサービス 大阪府大阪市西区阿波座２－４－２３ 市外 代表取締役 桑原　昌次　 06-6543-2338 06-6543-2337 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1661 都ユニリース（株）  福岡支店 福岡県福津市小竹１－１－１８ 市外 支店長 佐藤　健次 0940-36-9358 0940-36-9328 衣料・繊維・被服 衣料・繊維・帽子 ゴム・皮製品・靴

1662 九電テクノシステムズ（株）  福岡支店 福岡県福岡市南区清水４丁目１８－１５ 市外 支店長 太田　二郎 092-541-0549 092-541-0956
電気器具・その他（電
気器具類）

輸送機器・原付自転
車・自転車

消防・保安・その他
（消防・保安類）

1663 （株）フェアロード  八女合材工場 福岡県八女市今福６２０－１ 市外 工場長 齋藤　小次郎 0943-23-6120 0943-23-6122
一般資材・アスファル
ト・コンクリート

1664 （株）建築企画コム・フォレスト
福岡県福岡市博多区神屋町4番５号KS神屋
町ビル７F

市外 代表取締役 林田　俊二 092-263-7766 092-263-7768
精密機器・その他（精
密機器類）

1666 （株）エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区新高１丁目８－１７ 市外 代表取締役 半田　勝彦 06-6396-7414 06-6394-2278
精密機器・計測・分析
機器

1668 （株）タキ商店 大阪府守口市金田町３丁目２４番８号 市外 代表取締役 瀧　正明 06-6901-1413 06-6902-7401
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

1669 キュウセツＡＱＵＡ（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目３番１
０号

市外 代表取締役 大野　征博 092-451-2821 092-451-2647
機械機器・器具・電気
機械器具・工具



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
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1670 （株）シナジー 沖縄県宜野湾市大山７丁目１０－１４－３ 市外 代表取締役 下地　勝也 098-988-0184 098-988-0374 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1671
東芝インフラシステムズ（株）  九州支
社

福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 市外 支社長 村田　茂 092-735-3312 092-735-3510 電気器具・通信機器
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

1673 （株）ジェットシステム 島根県松江市平成町１８２番地７ 市外 代表取締役 木村　和弘 0852-27-3930 0852-27-3969 電気器具・音響器具 精密機器・視聴覚機器 ＯＡ・ＯＡ機器

1675 （株）イチネンＭＴＭ  ゴンドー事業所 福岡県久留米市宮ノ陣３－８－１５ 準市内 執行役員 甲斐　律子 0942-33-4191 0942-35-3140
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

上・下水道用資材・配
管・器材

工業ガス・燃料・石油
製品（※ただし、ｶﾞｿﾘ
ﾝ、

消防・保安・安全衛生
保護具

1677 （株）西日本新聞広告社  久留米営業部 福岡県久留米市通町６－２１ 準市内 部長 川津　量平 0942-38-8651 0942-32-6200
広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

印刷・一般印刷

1679 ＮＣＤエスト（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南６丁目６－９ 市外 代表取締役 上田　晋太郎 092-433-5457 092-433-5484
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1682 タナカ産業（株）  佐賀営業所 佐賀県鳥栖市酒井西町６３８番地１ 市外 非常勤顧問 平田　忠彦 0942-87-3331 0942-87-3332
ごみ袋・包装資材・包
装資材

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

機械機器・器具・厨房
機器

1683 （有）ミユキタオル 福岡県久留米市荒木町荒木６０３－３ 市内 代表取締役 森田　信利 0942-27-1127 0942-26-8160 衣料・繊維・縫製品 記念品・記章・カップ
広告装飾類・幕・旗・
のぼり

1684 （株）円伸製作所 長崎県佐世保市早苗町１１８９－１ 市外 代表取締役 木須　勇三 0956-39-5541 0956-39-5841 教材・保育用品 教材・運動用品

1685 ＫＹＢステージエンジニアリング（株） 三重県津市雲出長常町１１２９番地１１ 市外 代表取締役 松井　紀人 059-234-9260 059-234-9262
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

広告装飾類・室内装飾
品

広告装飾類・どん帳

1686 日本ベンダーネット（株） 東京都千代田区飯田橋四丁目８番３号 市外 代表取締役社長 竹野　博己 03-3265-0978 03-3265-0968
電気器具・その他（電
気器具類）

精密機器・その他（精
密機器類）

事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

1687
クモノスコーポレーション（株）  九州
支店

福岡県福岡市博多区諸岡３－９－６ 市外 支店長 南　多佳志 092-574-1818 092-501-1414
精密機器・計測・分析
機器

1688 日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南１－５－１０ 市外 代表取締役 髙居　隆章 03-3230-6753 03-3230-6756
日用品・清掃用品（業
務用）

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

1689
キヤノンシステムアンドサポート（株）
久留米営業所

福岡県久留米市六ツ門町２１－６ 準市内 営業部長 村尾　博正 0942-35-6678 0942-35-6021 ＯＡ・ＯＡ機器

1691 市川甚商事（株）
京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町
２８７番地

市外 代表取締役 市川　誠 075-351-0361 075-361-5091
消防・保安・消防設
備・消火器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

1693 伊藤産業（株） 福岡県久留米市梅満町７４－１ 市内 代表取締役 伊藤　晴輝 0942-32-4595 0942-32-4597
機械機器・器具・厨房
機器

日用品・陶磁器・漆器
教材・学校用品・学校
用什器

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

消防・保安・消防設
備・消火器

1696 三晃工業（株）
大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６
号

市外 代表取締役 山梶　章 06-6555-7052 06-6555-7080
広告装飾類・室内装飾
品

広告装飾類・どん帳
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1697
三菱電機ＩＴソリューションズ（株）
ライフサポート部

東京都中野区本町１丁目３２番２号　ハー
モニータワー

市外 部長 井上　武志 03-5309-0610 03-5309-1487 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ用品

1699 （有）アガリシステムサービス
広島県広島市東区牛田新町四丁目８番１３
号

市外 代表取締役 上里　祐次郎 082-220-3727 082-220-3728
精密機器・計測・分析
機器

電気器具・電気製品
機械機器・器具・産
業・農業機械器具

1700
ＪＲＣシステムサービス（株）  九州支
店

福岡県福岡市博多区綱場町４番１号 市外 支店長 坪内　潔 092-409-6012 092-409-6013 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具
精密機器・計測・分析
機器

1702 （株）扶洋  福岡営業所
福岡県久留米市中央町３７－２０　久留米
中央町ビル３０３号

準市内 所長 東　欣輝 0942-46-2411 0942-46-2481 電気器具・電気製品
機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・厨房
機器

精密機器・その他（精
密機器類）

1703
（株）エディオン  法人営業部　九州支
店

福岡県福岡市東区香椎浜２－８－３０ 市外 支店長 徳永　俊和 092-663-1630 092-663-1645 電気器具・電気製品 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1704 プラテック（株）
福岡県福岡市博多区金の隈３丁目６番２２
号

市外 代表取締役 吉武　智博 092-504-6821 092-504-6839
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

1705 アジアクエスト（株） 東京都千代田区飯田橋３－１１－１３ 市外 代表取締役 桃井　純 03-6261-2701 03-6261-2702 ＯＡ・ソフトウェア

1706
コニカミノルタ（株）  デジタルワーク
プレイス事業本部自治体ＤＸ推進部

東京都千代田区丸の内２丁目７番２号 市外 部長 別府　幹雄 03-6250-2111 03-3218-1374 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

1707 ＨＡＲＶＥＹ（株）
愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番
３号

市外 代表取締役 平林　貴 050-5433-3090 050-6875-6860 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア 電気器具・通信機器

1710 （株）ミヨシ  福岡営業所
福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目４－１
１　シティコート中陽３Ｆ

市外 所長 賀屋　友徳 092-517-8090 092-517-8006
消防・保安・消防設
備・消火器

消防・保安・安全衛生
保護具

医療・衛生・医療用機
器



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1711 水都工業（株） 岐阜県海津市海津町馬目２７１ 市外 代表取締役 伊藤　智和 0584-53-0339 0584-53-1953
上・下水道用資材・そ
の他（水道用資材類）

1712 （株）菜友 三重県三重郡朝日町向陽台三丁目７番地１ 市外 代表取締役 杉本　香織 0594-21-3501 0594-25-0029 ＯＡ・ソフトウェア

1713 （有）成光社 福岡県福岡市南区大楠１丁目２９番３３号 市外 代表取締役 安藤　光則 092-526-5222 092-526-5224 印刷・軽印刷 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷

1714 （株）電盛社  福岡支店 福岡県福岡市南区那の川１丁目３番６号 市外 取締役福岡支店長 久保田　賢二 092-707-7775 092-707-0344 ＯＡ・ＯＡ機器

1716 （有）日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２ 市外 代表取締役 三重野　丈一 097-583-6767 097-583-6969
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

1717 （株）まる優 福岡県久留米市山川追分１丁目３－８ 市内 代表取締役 財部　優次郎 0942-65-3276 0942-65-3207
医療・衛生・家庭医薬
品

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

1719
ネッツトヨタ西日本（株）  法人営業グ
ループ

福岡県福岡市博多区西月隈３丁目１番４８
号

市外 大園　謙一 092-477-9111 092-477-9119
輸送機器・自動車販売
（新車）

輸送機器・自動車部品

1721 （株）アダル 福岡県福岡市博多区金の隈３丁目１３－２ 市外 代表取締役社長 武野　龍 092-504-4141 092-504-3699
事務用品・什器・事務
機器・什器

1722 （株）サンキー
鹿児島県鹿児島市西別府町２９４１番地２
５

市外 代表取締役 満　博隆 099-281-5071 099-281-5853
電気器具・その他（電
気器具類）

1723 （株）新きくたけ金文堂 福岡県久留米市国分町１４４４番地２ 市内 代表取締役 白石　隆之 0942-48-1688 0942-48-1677 教材・図書出版・販売
事務用品・什器・文房
具・紙

教材・学校用品・学校
用什器

1724 （株）あんしんサポート 福岡県福岡市城南区飯倉１－６－２５ 市外 代表取締役 古賀　功一 092-843-1881 092-845-8322 電気器具・通信機器
消防・保安・消防設
備・消火器

1725 （株）朝日印刷  福岡支店
福岡県福岡市博多区東比恵３－２５－２５
東比恵ビル１Ｆ

市外 廣田　智範 092-482-4351 092-482-4029 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷 印刷・軽印刷

1726 （株）佐賀印刷社 佐賀県佐賀市高木瀬西六丁目１１番７号 市外 代表取締役社長 中尾　清一郎 0952-31-6171 0952-30-4884 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷 印刷・事務用印刷

1728 佐川印刷（株）  福岡支店 福岡県福岡市博多区吉塚３丁目３１－５９ 市外 支店長 佐川　治 092-626-7710 092-626-7724 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷
事務用品・什器・事務
機器・什器

1730 アイリスオーヤマ（株） 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 市外 代表取締役 大山　晃弘 022-221-3400 022-217-3787 電気器具・電気製品
精密機器・その他（精
密機器類）

医療・衛生・家庭医薬
品

1732 （株）ＢＩＯＩＳＭ 大分県大分市新町１４１番地 市外 代表取締役 髙橋　幸司 097-576-8069 097-576-8373 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 輸送機器・自動車部品

1734 日東化学産業（株）  久留米営業所 福岡県久留米市梅満町２５６－１ 準市内 所長代理 八谷　幸宏 0942-35-1544 0942-35-1547
医療・衛生・工業用薬
品

1735 （株）ウッドサークル 福岡県大川市大字小保３５６－２ 市外 代表取締役 江頭　新太郎 0944-88-1557 0944-88-1702
消防・保安・その他
（消防・保安類）

教材・学校用品・学校
用什器

教材・運動用品

1737 （株）ＩＥ－ｔｅｒａｓｕ 福岡県柳川市三橋町棚町２３５ 市外 代表取締役 津留　輝彦 0944-85-0119 0944-73-5231 ＯＡ・ＯＡ機器

1738 （株）テクノ・カルチャー・システム 福岡県久留米市合川町１７７４－１４ 市内 代表取締役 中村　祐二 0942-38-7611 0942-38-7633 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1739 （株）ベネフィット・ワン 東京都千代田区大手町２丁目６番２号 市外 代表取締役社長 白石　徳生 03-6870-3800 03-6870-2701
医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

1740 ヴィレップス（合）
大阪府松原市田井城１丁目６－２２、５
ＦーＡ

市外 代表社員 項　帥 072-294-6450 072-294-6453
消防・保安・消防設
備・消火器

日用品・荒物雑貨・家
庭用品

医療・衛生・家庭医薬
品

1741 第一法規（株） 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 市外 代表取締役社長 田中　英弥 03-3404-2251 03-3404-2269 教材・図書出版・販売 印刷・その他（印刷） ＯＡ・ソフトウェア

1742 （株）九州マツダ  久留米法人課 福岡県久留米市東櫛原町３９－１ 準市内 課長 松尾　和則 0942-35-2114 0942-35-2149
輸送機器・自動車販売
（新車）

1743 （株）ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町五丁目４番地 市外 代表取締役 西澤　常彦 03-6868-8685 050-3737-6828 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1744 （株）西日本新聞印刷 福岡県福岡市博多区吉塚八丁目２番１５号 市外 代表取締役社長 高橋　慶明 092-611-4431 092-612-5190 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

1745 （有）ふかやま 福岡県小郡市松崎７３２ 市外 代表取締役社長 深山　裕司 0942-72-2511 0942-72-2561
教材・学校用品・学校
用什器

教材・運動用品
教材・その他（教材
類）



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1746 （株）昭和堂  九州支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目１番５号 市外 支店長 鈴木　岳男 092-260-9494 092-260-9123 印刷・一般印刷 印刷・特殊印刷
広告装飾類・イベント
用品

1747 （株）マルニチシステム 福岡県福岡市博多区諸岡５丁目２番１号 市外 代表取締役 神塚　仁史 092-588-7166 092-588-7167
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1748
（株）ベストアメニティホールディング
ス

福岡県久留米市三潴町田川３２－３ 市内 代表取締役 内田　弘 0942-64-5572 0942-64-5544 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器

1749 （有）今村園茶舗 福岡県久留米市花畑二丁目７番地８ 市内 代表取締役 大﨑　成之 0942-32-1122 0942-39-8811 農林水産物・茶 日用品・陶磁器・漆器

1750 中央製袋（株） 福岡県久留米市田主丸町鷹取７６０－１ 市内 代表取締役社長 赤司　欣也 0943-74-1511 0943-74-1500
事務用品・什器・事務
機器・什器

1751 高奉産業（株） 福岡県福岡市東区土井２丁目２番２８号 市外 代表取締役 信國　悦郎 092-691-4951 092-691-4931
消防・保安・交通安
全・道路保安

一般資材・アスファル
ト・コンクリート

消防・保安・安全衛生
保護具

1752 三光ハウス（株）
福岡県北九州市八幡西区大字浅川９４２－
２３

市外 代表取締役 阿久根　秀文 093-603-1135 093-603-4724 一般資材・建築材料

1753 大硝産業（株）  えがお 福岡県久留米市長門石五丁目５番３号 市内 施設長 甲斐田　勢津子 0942-27-5871 0942-27-5872
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

1754 エコ＆エコ（株）  福岡支店 福岡県久留米市長門石３丁目１２番２６号 準市内 代表取締役 安永　正弘 0942-34-0550 0942-34-0550
医療・衛生・家庭医薬
品

1755 （有）富松テレビラジオ店 福岡県久留米市三潴町高三潴１２６４－３ 市内 取締役 富松　和博 0942-64-3128 0942-64-5765 電気器具・電気製品 電気器具・音響器具

1756 （株）都屋
福岡県福岡市中央区渡辺通３丁目６番２２
号

市外 代表取締役 山本　健一郎 092-771-8833 092-781-5221
事務用品・什器・文房
具・紙

衣料・繊維・縫製品
広告装飾類・イベント
用品

1757 （株）メディカルランド 東京都江東区亀戸６－５３－９ 市外 代表取締役 國本　俊志 03-5875-4328 03-5875-4329 教材・図書出版・販売 その他（記念品類）

1758
富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン（株）

福岡県久留米市東町３８番地の１ 準市内 福岡支社長 竹内　將人 0942-33-9211 0942-38-5320 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

1759 ｍｉｃ２１（株）  福岡店
福岡県福岡市中央区大名２－１－４　ス
テージ１西通り２Ｆ

市外 店長 森川　元樹 092-687-6021 092-687-6022
消防・保安・その他
（消防・保安類）

教材・運動用品

1760 大和化成（株） 大阪府大阪市天王寺区味原本町１番１１号 市外 代表取締役 伊藤　秀之 06-6767-3133 06-6767-3033
教材・学校用品・学校
用什器

ＯＡ・ＯＡ機器
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

1761 （株）キューネット 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８番１号 市外 代表取締役 西川　尚希 096-383-9111 096-383-2241
精密機器・その他（精
密機器類）

医療・衛生・医療用機
器

消防・保安・消防設
備・消火器

1762 山口産業（株）  八女営業所 福岡県八女市稲富１３７－１ 市外 所長 松本　任司 0943-30-5900 0943-30-5901
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

1763 油研化学（株）  九州支店 福岡県うきは市浮羽町山北２９０ 市外 支店長 大石　博明 0943-77-8380 0943-77-8390
医療・衛生・家庭医薬
品

工業ガス・燃料・石油
製品（※ただし、ｶﾞｿﾘ
ﾝ、

1764 ヒューマンリソシア（株） 東京都新宿区西新宿七丁目５番２５号 市外 代表取締役 御旅屋　貢 03-6863-9962 03-6846-1218 ＯＡ・ソフトウェア

1765 三菱ＨＣキャピタル（株） 東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 市外 執行役員 安栄　香純 03-6865-3000 043-212-2728 ＯＡ・ＯＡ機器 電気器具・電気製品
精密機器・理化学試験
研究機器

1766 （株）ドーン
兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１
号　三宮グランドビル５Ｆ

市外 代表取締役 宮崎　正伸 078-222-9700 078-222-9702
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

ＯＡ・ソフトウェア

1767 アドバンス（株） 福岡県福岡市東区松島５丁目１６番１号 市外 代表取締役 山下　みどり 092-623-7870 092-623-7875
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

電気器具・音響器具
広告装飾類・イベント
用品

1768 アライドテレシス（株）  九州支社
福岡県福岡市博多区祇園町七丁目２０番
博多祇園センタープレイス３階

市外 支社長 江口　正勝 092-262-5266 092-262-5263 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

1769 アド印刷（株） 福岡県福岡市博多区榎田１丁目３番２３号 市外 代表取締役 田平　保男 092-472-9871 092-475-3127 印刷・一般印刷 印刷・事務用印刷 印刷・フォーム印刷

1770 （株）ワイズサイン  久留米支店
福岡県久留米市諏訪野町２３４６番地１
ビブレ諏訪野１１０５号

準市内 取締役支店長 栁　操 050-3623-2341 0942-39-8286
広告装飾類・看板・プ
レート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

1771
（株）Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎ
ｔ

茨城県つくば市梅園２丁目７番地３号　つ
くばシティビル３０３号

市外 代表取締役 板垣　瑞樹 029-875-9812 029-875-9813 電気器具・通信機器
ＯＡ・その他（ＯＡ機
器・用品類）

1772 丸硝（株） 岐阜県大垣市荒尾町６７４番地 市外 代表取締役 堤　俊彦 0584-91-4756 0584-91-4273
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

消防・保安・交通安
全・道路保安



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1773 （株）ＥＣＯＭ 福岡県久留米市諏訪野町１８２６－５ 市内 代表取締役 古賀　秀機 0942-46-3111 0942-46-3112 電気器具・電気製品
電気器具・その他（電
気器具類）

機械機器・器具・電気
機械器具・工具

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）

1774
ＮＥＣフィールディング（株）  筑後佐
賀支店

佐賀県佐賀市駅前中央一丁目９番３８号 市外 筑後佐賀支店長 加来　誠 050-3146-5390 050-3146-5399 ＯＡ・ＯＡ機器
精密機器・その他（精
密機器類）

ＯＡ・ＯＡ用品

1775 （株）サンダイ 福岡県福岡市東区郷口町８番２８号 市外 代表取締役 出口　征一 092-623-8990 092-623-8766 売払い・再資源買受

1776 （有）新成田総合社 千葉県成田市御所の内１８番地４ 市外 代表取締役 平岡　重昭 0476-24-1887 0476-22-5078 教材・展示・収蔵用品
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

1777 （株）セイエイ 福岡県北九州市八幡西区楠橋南１－１－５ 市外 代表取締役 滑石　修 093-617-6027 093-618-0499
教材・学校用品・学校
用什器

選挙・選挙用品 ＯＡ・ＯＡ機器

1779 （株）サン電工社 福岡県福岡市中央区鳥飼二丁目６番５１号 市外 代表取締役 土井　隆太郎 092-771-7641 092-741-2432 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器 電気器具・音響器具

1780 （株）テライ 大阪府大阪市東淀川区上新庄１丁目２番７ 市外 取締役 小川　隆博 06-6325-3356 06-6325-3358
ごみ袋・包装資材・久
留米市指定ごみ袋

ごみ袋・包装資材・包
装資材

1781 チクシ電気（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目９－２２
西鉄渡辺通ビル４Ｆ

市外 代表取締役 志水　哲朗 092-725-0240 092-725-0241 電気器具・通信機器
電気器具・その他（電
気器具類）

1782
西日本通商ネクスト（有）  モバイルカ
フェ久留米

福岡県久留米市本町１２－１ネクステージ
本町１階

市内 店長 木下　志保 0942-80-6410 0942-80-6411 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品

1783
（株）Ｌｉｆｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
Ｊａｐａｎ

兵庫県明石市二見町東二見９４８－１ 市外 代表取締役 木村　晋也 050-5363-3915 078-943-2629
医療・衛生・家庭医薬
品

教材・運動用品
精密機器・理化学試験
研究機器

1784 セキュテック（株）
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３１２８番地
３

市外 代表取締役 吉原　健司 0952-97-8670 0952-97-8671
精密機器・その他（精
密機器類）

電気器具・電気製品 電気器具・通信機器

1785 （有）牟田自動車販売 福岡県久留米市善導寺町木塚５３－６ 市内 代表取締役 牟田　英樹 0942-47-1829 0942-47-4261 輸送機器・自動車部品 輸送機器・特殊自動車
輸送機器・自動車販売
（新車）

1786 （株）阪神計器製作所  西宮支店 兵庫県西宮市中島町９番１０号 市外 支店長 前田　英俊 0798-67-5347 0798-64-1104
上・下水道用資材・水
道メーター

1787 赤坂印刷（株）  福岡営業所
福岡県福岡市博多区博多駅南４丁目１－１
７岩保ビル駅南４D号

市外 所長 藤井　暁之 092-834-8807 092-834-8808 印刷・フォーム印刷 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

1789 ＩＴｂｏｏｋ（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１番１号 市外 代表取締役 石田　伸一 03-6435-8711 03-6435-8720 ＯＡ・ソフトウェア

1790
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ
（株）

大阪府大阪市北区西天満４丁目１４番３号 市外 代表取締役社長 横山　桂子 06-4709-0411 06-4709-0400 電気器具・通信機器 ＯＡ・ＯＡ機器

1791 ベネックスソリューションズ（株） 福岡県福岡市博多区榎田２丁目１番１８号 市外 代表取締役 宮地　博文 092-432-4230 092-432-4232 電気器具・音響器具 電気器具・通信機器 電気器具・電気製品

1792 （株）ＳＳマーケット  熊本支店 熊本県熊本市西区横手３丁目６－６８ 市外 支店長 髙木　将至 096-221-2172 050-3156-3489 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品 ＯＡ・ソフトウェア

1793
（株）ジェイ・シー・ティー  九州営業
所

福岡県北九州市八幡東区枝光本町７－７八
幡ビルディング２Ｆ

市外 所長 谷奥　康人 093-663-5822 093-663-5825
医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

精密機器・理化学試験
研究機器

1794
小池工業（株）  スポーツショップ　サ
ン・イトウ

福岡県久留米市野中町１４７－１　大石ビ
ル１階

市内 店長 坂口　伸彰 0942-27-5998 0942-27-5999 教材・運動用品 記念品・記章・カップ
ゴム・皮製品・テン
ト・シート

広告装飾類・幕・旗・
のぼり

広告装飾類・イベント
用品

1795 東芝テック（株）  九州支社
福岡県福岡市博多区東比恵２丁目１１番３
３号

市外 支社長 広瀬　達郎 092-482-6611 092-451-0835
事務用品・什器・その
他（事務用品・什器
類）

1796
アマノマネジメントサービス（株）  福
岡支店

福岡県福岡市博多区住吉１丁目２番２５号
ビジネスセンタービル５Ｆ

市外 支店長 松尾　康二 092-271-6400 092-271-6401
電気器具・その他（電
気器具類）

一般資材・その他（一
般資材類）

1797 （株）定松商会
福岡県北九州市小倉南区大字曽根４３４０
番地

市外 代表取締役 定松　輝和 093-967-8071 050-3737-5122 売払い・再資源買受

1798 （株）ＫＤＳ  福岡支社
福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目１番５
号博多サンシティビル９階

市外 支社長 井本　貴久 092-474-2608 092-474-2620 ＯＡ・ＯＡ機器

1799
（株）ホンダ四輪販売福岡・大分  法人
販売課

福岡県福岡市博多区板付５－１７－１４ 市外 課長 松本　善浩 092-587-3035 092-587-3060
輸送機器・自動車販売
（新車）

1800 （株）ＴＣＥ 兵庫県伊丹市北伊丹七丁目９０番地２ 市外 代表取締役 相馬　宏至 072-771-2140 072-767-6988 売払い・再資源買受

1801 阪神動力機械（株）
大阪府大阪市此花区四貫島２丁目２６番７
号

市外 代表取締役 田中　渉 06-6461-6551 06-6461-6555
機械機器・器具・その
他（機械機器・器具
類）



★物品登録業者名簿（R4.5.16現在）

登録番号 商号又は名称 所在地
地域区

分
代表者役職名 代表者氏名 電話番号 ＦＡＸ番号 登録業種１ 登録業種２ 登録業種３ 登録業種４ 登録業種５

1802 （株）川合ネームプレート製作所 栃木県那須塩原市石林３１８－１ 市外 代表取締役 小林　弘幸 0287-36-0245 0287-36-0767
広告装飾類・看板・プ
レート

1803 （株）ＴＩＥＳ 福岡県大野城市大城５丁目２１番２１号 市外 代表取締役 山口　耕平 092-513-0235 092-513-0236 教材・保育用品 教材・運動用品

1804 葵工業（株） 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１５号 市外 代表取締役 鎌田　雅之 022-297-2021 022-299-7145
広告装飾類・看板・プ
レート

1805 （株）アルビス  福岡オフィス
福岡県福岡市中央区西中洲１２－３３福岡
大同生命ビル１０Ｆ

市外 営業所長 木村　郁華 092-724-5781 092-724-5782 印刷・その他（印刷）

1806 （株）エム・アイ・ピーシステム
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目１５番
１２号

市外 代表取締役 浜島　克朗 092-483-7100 092-483-7099 ＯＡ・ソフトウェア ＯＡ・ＯＡ機器

1807 （株）トゥブルーム
福岡県福岡市南区塩原３丁目１７－７サン
シャインシティビル大橋５階B号室

市外 代表取締役 中村　義幸 092-555-7673 092-555-7974 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

1808 高千穂産業（株） 福岡県福岡市中央区輝国２丁目１１番７号 市外 代表取締役 大保　裕美 092-521-0491 092-521-0981
日用品・荒物雑貨・家
庭用品

日用品・清掃用品（業
務用）

消防・保安・消防設
備・消火器

1809 （株）テラ 神奈川県鎌倉市由比ガ浜二丁目２番３７号 市外 代表取締役 佐藤　渉 0467-22-6600 050-3737-3530 電気器具・電気製品 電気器具・通信機器
精密機器・理化学試験
研究機器

1810 （株）ジチタイアド
福岡県福岡市中央区薬院１丁目１４番５号
ＭＧ薬院ビル

市外 代表取締役 時津　孝康 092-716-1401 092-716-1467
広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

1811 ニッセイ情報テクノロジー（株） 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 市外 代表取締役 矢部　剛 03-5714-2300 03-5703-7110 ＯＡ・ＯＡ機器

1812 アルフレッサ（株）  久留米支店 福岡県久留米市藤光町７３５ー１５ 準市内 支店長 水谷　好寿 0942-51-9181 0942-51-9182
医療・衛生・医療用薬
品

医療・衛生・検査試薬
医療・衛生・家庭医薬
品

医療・衛生・医療用機
器

医療・衛生・その他
（医療・衛生用品類）

1813
京セラコミュニケーションシステム
（株）

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 市外 代表取締役社長 黒瀬　善仁 075-623-0311 075-623-0600 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ソフトウェア

1815 （株）明光商会  九州支店
福岡県福岡市博多区東比恵三丁目１１番１
８号

市外 支店長 国沢　佳則 092-461-1611 092-461-1612
事務用品・什器・事務
機器・什器

電気器具・その他（電
気器具類）

機械機器・器具・産
業・農業機械器具

1816 （株）西宣 福岡県福岡市西区小戸４丁目５番４２号 市外 代表取締役 入江　尚代 092-881-6645 092-891-7745
広告装飾類・その他
（広告装飾品類）

衣料・繊維・縫製品

1817 （株）ウィット
大阪府高槻市城北町１丁目１４－１７－５
０１

市外 代表取締役 川端　康寛 072-668-3275 072-668-3276 印刷・一般印刷 印刷・軽印刷

1818 （株）ユー・エス・ケイ
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１７番
５号　Ａ．Ｒ．Ｋビル８階

市外 代表取締役 入江　靖彦 092-433-8520 092-433-8521 ＯＡ・ＯＡ機器 ＯＡ・ＯＡ用品 ＯＡ・ソフトウェア

1819 （株）電信  広島支店
広島県安芸郡府中町本町１丁目１３－１手
島ビル１階

市外 取締役支店長 越智　利彦 082-286-0836 082-286-0835
精密機器・その他（精
密機器類）

精密機器・計測・分析
機器


