
令和３年度建設工事入札参加資格者名簿 （五十音順）令和3年6月1日現在

商号又は名称 所在地 第一希望 第二希望 第三希望
23 10792 ｱｰｸ工業㈲ 宮若市稲光271-19 機械 鋼 水道

27 10923 ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ㈱ 遠賀郡岡垣町東高陽3-9-10 ほ装 土木 *

00 10271 ｱｲｻﾜ工業㈱　九州支店 福岡市中央区天神1-2-4 土木 建築 水道

23 10782 ㈱あいはら 北九州市八幡西区陣原2-3-4 電気 機械 通信

00 10089 ｱｲﾑ電機工業㈱　九州支店 遠賀郡水巻町猪熊10-2-16 機械 管 電気

29 10963 ㈱ｱｲﾜ　福岡営業所 福岡市南区柳瀬2-3-2 機械 * *

27 10919 ㈱葵設備工業 北九州市小倉南区長野1-19-3 管 水道 建築

00 10275 ㈲青木電設 遠賀郡岡垣町山田峠1-2-8 電気 * *

03 11056 ｱｵｹﾝ㈱ 福岡市博多区上牟田1-18-23 防水 塗装 *

00 10213 ㈱赤間造園 宗像市冨地原2055-1 造園 土木 *

30 10987 ㈱ｱｸｱﾏｽﾀｰ 遠賀郡岡垣町旭台2-24-15 水道 管 土木

00 10292 ㈱淺川組　九州営業所 北九州市小倉南区南方1-6-6 土木 建築 水道

00 10241 ㈱淺沼組　九州支店 福岡市博多区博多駅南1-14-8 建築 土木 水道

19 10675 浅野ｱﾀｶ㈱　九州支店 福岡市中央区白金2-11-9 機械 清掃 電気

03 11053 浅海電気㈱　九州支店 福岡市博多区冷泉町4-17 電気 * *

23 15678 ｱｽﾞﾋﾞﾙ㈱　ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ九州支店 福岡市博多区冷泉町2-1 電気 管 消防

00 10045 東機械工業㈱ 福岡市博多区博多駅南4-18-5 機械 管 水道

03 11037 ㈱ｱｾﾝﾄ 東京都港区芝浦4-16-23 通信 電気 *

31 11003 ㈲安部電気商会 北九州市八幡西区本城東2-14-22 電気 機械 *

03 11060 ㈱安部日鋼工業　九州支店 福岡市博多区博多駅東1-12-6 土木 水道 *

23 10794 ｱﾕﾐ電業㈱ 福岡市博多区光丘町2-3-8 電気 通信 管

03 11034 ｱﾙﾌﾟｽ工業㈱ 春日市下白水北6-55 電気 * *

27 10904 安全工業㈱ 北九州市八幡東区尾倉1-12-14 とび 塗装 解体

19 10658 安藤工事㈱ 福岡市南区清水2-9-6 防水 とび 塗装

25 10892 ㈱安藤・間　九州支店 福岡市中央区大名1-8-10 土木 建築 水道

03 11063 ㈱飯塚電設 飯塚市大日寺1319-7 電気 * *

21 10710 飯田建設㈱ 福岡市博多区東比恵3-16-14 土木 水道 建築

03 11044 ㈱e-house 遠賀郡岡垣町大字糠塚284-1 建築 防水 塗装

21 10716 ㈱石垣　九州支店 福岡市博多区博多駅前1-9-3 機械 水道 *

15 10588 ｲﾁｹﾝ 遠賀郡岡垣町大字戸切1376-1 土木 とび ほ装

03 11035 ㈱ｲﾁﾃﾞﾝ 福岡市博多区浦田1-5-21 電気 * *

29 10965 ㈱伊藤鐵工所 静岡県静岡市清水区幸町2-12 機械 管 *

00 10023 伊藤電機㈱ 北九州市八幡西区則松4-7-31 電気 * *

25 10850 ㈱田舎暮し 遠賀郡遠賀町大字尾崎1716-9 建築 * *

23 10770 ㈱井上建設 福津市中央6-2-28 建築 土木 *

29 10959 井上ﾋﾞﾙﾄﾞ工業㈱ 北九州市戸畑区牧山2-9-3 建築 防水 塗装

31 10989 ㈱猪熊工業所 北九州市八幡西区黒崎城石3-4 機械 管 電気

00 10034 ㈱今村組 遠賀郡岡垣町大字海老津602 土木 水道 ほ装

23 10787 岩崎建設㈱ 福岡市中央区西中洲12-25 ほ装 土木 建築

25 10842 ㈱岩崎工業 遠賀郡岡垣町大字山田729-1 機械 清掃 *

00 10120 上田建設工業㈱ 北九州市八幡東区宮田町7-6 土木 建築 *

17 15548 ㈱ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ　西日本支店 福岡市博多区博多駅前1-18-6 機械 水道 *

23 10774 内山体育施設㈱ 福岡市博多区博多駅南4-17-1 機械 とび *

登録番号
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商号又は名称 所在地 第一希望 第二希望 第三希望登録番号
15 10599 内山緑地建設㈱　北九州支店 北九州市小倉北区清水1-12-15 造園 * *

23 10784 ㈱UNO建設 北九州市若松区高須東4-2-8 建築 土木 とび

27 10913 ㈱梅田建設 宗像市冨地原2054-4 土木 解体 造園

00 10203 梅林建設㈱　福岡支店 福岡市中央区大名1-4-1 土木 建築 水道

00 10125 占部建設㈱ 福岡市博多区石城町12-5 建築 解体 *

27 10908 ㈱栄住産業 福岡市東区原田3-5-6 防水 建築 *

00 10108 永順産業㈱ 遠賀郡岡垣町大字三吉1229 土木 ほ装 とび

27 10907 ㈱永和　岡垣支店 遠賀郡岡垣町大字野間12-1 土木 水道 ほ装

27 10893 栄和建設㈱ 北九州市八幡西区永犬丸西町2-1-16 とび * *

29 10951 永和産業㈱ 北九州市若松区青葉台西5-8-8 土木 解体 水道

23 10802 ㈱ｴｰｽ･ｳｫｰﾀｰ　北九州営業所 北九州市小倉北区紺屋町4-6 電気 機械 *

25 10854 ㈲ｴｺｰ 遠賀郡岡垣町糠塚760-2 電気 * *

23 10769 ｴｺｰ電子工業㈱　本社 福岡市博多区東比恵3-1-2 通信 * *

17 15480 ｴｽｴｽｴﾝｼﾞﾆｱ㈱ 直方市大字下境2123 機械 管 鋼

25 10860 ㈱SNC 糟屋郡志免町大字志免90 土木 とび *

00 10006 ｴｽｴﾑ環境開発㈱ 北九州市小倉北区原町2-2-10 土木 管 しゅん

23 10791 ㈱ｴｽｹｲﾃｸﾉ 北九州市小倉南区横代南町5-10-15 防水 建築 塗装

00 15242 NECﾈｯﾂｴｽｱｲ㈱　九州支店 福岡市博多区御供所町1-1 通信 電気 *

25 10878 NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱　九州支社　福岡支店 福岡市博多区榎田2-3-27 通信 電気 内装

19 10671 ㈱NHKﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ　福岡総支社 福岡市中央区六本松1-1-10 通信 * *

19 10654 ｴﾇ･ﾃﾞｨ･ｹｲ㈱ 北九州市八幡西区陣原5-10-32 とび 塗装 ほ装

27 10921 ㈱NTTﾄﾞｺﾓ　九州支社 福岡市中央区渡辺通2-6-1 通信 * *

21 10706 荏原冷熱ｼｽﾃﾑ㈱　九州支店 糟屋郡粕屋町仲原2648 管 * *

25 10845 ㈱大川鉄工 大川市大字酒見535 鋼 機械 *

31 10993 大木建設㈱　九州支店 福岡市博多区綱場町6-9 建築 * *

25 10848 ㈱大阪防水建設社　九州支店 福岡市博多区金の隈3-16-66 土木 管 *

25 10846 ㈱大島造船所　九州営業所 福岡市博多区博多駅前1-4-1 鋼 * *

23 10780 大高建設㈱ 福岡市博多区上牟田1-29-6 建築 土木 *

00 10344 大谷重機㈲ 遠賀郡岡垣町海老津1-8-12 土木 ほ装 *

23 10798 ㈱ｵｰﾂﾎﾞ 柳川市大和町徳益711-2 鋼 機械 *

21 10724 大坪塗装工業㈱ 北九州市小倉北区板櫃町21-16 塗装 防水 *

14 10543 大橋ｴｱｼｽﾃﾑ㈱ 福岡市中央区薬院2-3-41 管 * *

00 10215 ㈱大林組　九州支店 福岡市博多区下川端町9-12 建築 土木 水道

00 10066 ㈱大本組　九州支店 福岡市中央区大名2-4-30 建築 土木 水道

13 10484 ㈲緒方建設 遠賀郡岡垣町桜台5-5 建築 * *

00 10288 ㈲岡田設備工業 遠賀郡岡垣町大字吉木1158-5 水道 管 土木

03 11064 ㈱ｵｶﾄｸ 福岡市博多区板付4-7-28 土木 水道 *

21 10729 ㈱岡部組 北九州市八幡東区西本町1-7-7 土木 管 水道

08 10013 ㈱ｵｶﾍﾞ工事 飯塚市花瀬102-72 機械 鋼 管

00 10095 岡本土木㈱ 北九州市小倉北区貴船町9-13 土木 ほ装 水道

15 10618 OKIｸﾛｽﾃｯｸ㈱　九州支社別館 福岡市中央区長浜1-1-35 通信 電気 *

19 10653 奥ｱﾝﾂｰｶ㈱　西日本支店 福岡市博多区板付6-3-24 土木 ほ装 造園

00 10016 ㈱奥村組　九州支店 北九州市八幡東区山王2-19-1 建築 土木 解体

23 10805 ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石㈱　福岡支店 福岡市中央区天神4-2-31 土木 水道 鋼



商号又は名称 所在地 第一希望 第二希望 第三希望登録番号
00 10097 ｵﾘｴﾝﾄ産業㈱　北九州支店 北九州市小倉北区熊本1-13-32 建具 * *

25 10839 ｵﾙｶﾞﾉ㈱　九州支店 福岡市中央区白金1-4-2 水道 機械 電気

19 10657 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱　九州事業所 福岡市中央区白金2-11-9 水道 機械 *

21 10717 開成工業㈱　福岡営業所 福岡市東区八田1-11-31　1F2号 鋼 機械 水道

00 10046 隔測計装㈱ 福岡市南区寺塚1-28-5 電気 通信 機械

25 10835 香椎建設㈱ 福岡市東区千早2-3-37 建築 * *

13 10489 梶原塗装㈱ 北九州市八幡東区中央3-8-31 塗装 防水 *

25 10889 かすみｸﾘｽﾀﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ㈱　遠賀支店 遠賀郡遠賀町大字広渡1341-3 とび 塗装 解体

29 10960 ｶｯﾊﾟｰ工業㈱ 福岡市中央区笹丘2-22-34 管 水道 機械

09 10025 ㈱ｶﾌﾞｰﾄﾞ 福岡市早良区内野4-14-8 土木 管 *

00 10165 株木建設㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅南4-2-10 土木 水道 しゅん

29 10953 鎌田ﾊﾞｲｵ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 福岡市博多区博多駅南3-25-1 機械 水道 清掃

27 10925 上内電気㈱ 福岡市中央区舞鶴3-6-23 電気 通信 *

23 10793 ㈱ｶﾐﾅｶﾞ本社 福岡市博多区東比恵2-7-13 とび さく井 土木

31 10996 神野建設㈱ 北九州市若松区大字安瀬25-1 土木 しゅん *

03 11049 ㈱川北電工　福岡支店 福岡市中央区渡辺通2-8-28 通信 電気 *

29 10957 ㈱川口建設 北九州市小倉北区堺町1-9-6 建築 * *

00 10427 川口建設㈱ 北九州市八幡西区小鷺田町8-1 ほ装 水道 土木

00 10273 川越建設㈱ 北九州市八幡西区陣原5-10-32 ほ装 土木 水道

03 11039 ㈱川田産業 北九州市八幡西区岸の浦2-3-8 防水 塗装 建築

23 10776 ㈱川浪建設工業 北九州市八幡西区上上津役3-14-8 土木 * *

00 10088 ㈱河村建設 遠賀郡岡垣町大字戸切1611-5 土木 建築 とび

00 10320 川本建設工業㈱ 北九州市八幡西区東筑2-4-8 土木 水道 ほ装

00 10204 ㈱環境開発 福岡市博多区吉塚6-6-36 土木 管 防水

00 10078 環境開発興業㈱ 北九州市八幡西区本城東3-1-23 土木 とび しゅん

17 15473 ㈱環境施設 福岡市西区小戸3-50-20 土木 管 水道

13 10497 ㈲環境整備ｾﾝﾀｰ 遠賀郡芦屋町大字芦屋1448 土木 機械 管

31 10990 管清工業㈱　九州支店 福岡市博多区那珂5-3-13 土木 管 とび

31 10994 技研防水工業㈲ 福岡市南区清水3-7-7 防水 * *

27 10896 喜秀建設工業㈱ 北九州市八幡西区船越1-7-8 土木 建築 解体

00 10074 ㈱北九州環境美化 北九州市八幡西区本城東3-1-23 土木 とび しゅん

10 10411 ㈱きたせつ 北九州市小倉北区赤坂5-6-27 電気 管 消防

25 10844 機動建設工業㈱　九州支店 福岡市博多区東那珂2-14-28 土木 水道 *

19 10669 ㈱ｷﾑﾗ商工 北九州市八幡西区岩崎2-10-11 防水 塗装 *

31 10988 九州ｵｰﾄﾄﾞｱｰ㈱ 春日市下白水南5-5 建具 * *

29 10967 九州海運㈱ 福岡市中央区那の津5-1-9 土木 しゅん 水道

27 10901 九州建設㈱ 福岡市博多区博多駅南1-8-31 建築 土木 とび

15 10593 九州総合建設㈱ 北九州市若松区浜町1-6-18 土木 しゅん *

27 10928 ㈱九州体育施設　福岡支店 福岡市博多区対馬小路1-1-3F 機械 造園 とび

25 10858 ㈱九州ﾃﾝ　福岡本社　ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 福岡市博多区博多駅前2-19-27 通信 電気 *

23 10778 九州電通ｼｽﾃﾑ 久留米市上津町2228-507 通信 * *

00 10117 九州道路器材㈱ 北九州市八幡西区三ヶ森2-6-26 とび 塗装 *

29 10964 九州ﾄｰｽｲ㈱ 北九州市八幡西区本城東3-11-11 機械 管 *

27 10900 九州ﾆﾁﾚｷ工事㈱ 福岡市東区香椎浜ふ頭2-3-17 ほ装 とび 土木

か
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03 11055 ㈱九州日立ｼｽﾃﾑｽﾞ 福岡市博多区博多駅南2-12-22 電気 通信 *

31 10992 ㈱九州標識 飯塚市伊川294 とび 塗装 解体

03 11032 ㈲九州ﾗｲﾝ建設 北九州市八幡西区浅川日の峯2-8-3 とび 塗装 土木

00 10264 ㈱九州緑化建設 北九州市八幡西区幸神4-4-3 造園 土木 ほ装

03 11065 ㈱九州緑化産業 福岡市東区下原4-16-36 解体 とび 造園

00 10123 九昭電設工業㈱ 北九州市小倉北区西港町30-4 電気 通信 管

23 10775 九鉄工業㈱ 北九州市門司区小森江3-12-10 土木 建築 鋼

00 10236 ㈱九電工　北九州西営業所 遠賀郡水巻町吉田西2-1-17 電気 管 *

27 10927 九特興業㈱ 飯塚市潤野1133-6 建築 土木 解体

17 15481 九有電子工業㈱ 福岡市早良区田隈2-24-17 通信 電気 *

23 10785 共栄環境開発㈱ 大牟田市汐屋町5-15 しゅん 土木 管

00 10065 協栄電気㈱ 北九州市門司区社ノ木1-8-1 電気 通信 消防

11 10188 ㈱協同建装 遠賀郡水巻町猪熊2-9-45 建築 塗装 防水

19 10663 ㈱協和ｴｸｼｵ　九州支店 福岡市南区玉川町7-8 通信 電気 土木

21 10727 協和機電工業㈱　福岡支店 福岡市博多区博多駅前1-6-16 機械 電気 水道

31 10995 ㈱共和ﾃｯｸ 久留米市東合川3-1-11 とび さく井 土木

31 11028 極東興和㈱　福岡支店 福岡市博多区博多駅前4-3-22 土木 鋼 水道

27 15745 旭陽電気㈱ 福岡市博多区東比恵3-15-27 通信 電気 *

27 10914 ㈱KIYOTA 遠賀郡岡垣町東高陽3-10-10 塗装 * *

27 10903 清本鉄工㈱　福岡支社 福岡市博多区綱場町1-1 鋼 機械 水道

03 11048 ㈱きんでん　北九州営業所 北九州市小倉北区熊本1-3-23 電気 * *

29 10976 空研工業㈱ 工事部 福岡市西区内浜2-4-38 管 消防 *

31 11000 久保建㈱ 福岡市中央区大名1-5-4 土木 しゅん *

31 11001 ㈱久保工務店　福岡営業所 福岡市東区多の津4-16-15　6号 土木 ほ装 とび

27 10917 熊川工業㈱ 福岡市東区水谷3-26-20 ほ装 電気 土木

21 10718 久米建設㈱ 遠賀郡岡垣町大字海老津93-3 土木 とび 解体

29 10952 蔵田工業㈱ 福岡市南区那の川2-1-17 機械 水道 管

03 11040 栗原工業㈱　九州支店 福岡市博多区下呉服町2-29 電気 管 通信

25 10847 ㈱黒瀬組　福岡支店 宗像市鐘崎778-2 土木 しゅん とび

00 10337 黒山興産㈱ 遠賀郡芦屋町正門町14-15 とび ほ装 土木

13 10458 ㈲桑野組 田川郡福智町金田632-4 建築 土木 解体

00 10253 ㈱ｹｲ･ｲｰ･ｴｽ　直方支店 直方市大字中泉885-14 機械 水道 管

27 10895 ㈱ｹｲ･ｴｽｸﾗﾌﾄ工業 福岡市城南区東油山6-5-29 機械 管 鋼

29 10954 ㈱研進産業 福岡市博多区吉塚6-6-59 土木 管 しゅん

19 10652 健和電気㈱ 福岡市博多区榎田2-3-23 電気 通信 *

31 10998 ㈱ｺｳｹﾝ工業 福岡市東区多の津5-8-12 建築 * *

00 10306 ㈱工材社 北九州市門司区大里東口3-10 防水 塗装 *

31 10997 光伸㈱ 大阪府大阪市鶴見区鶴見6-9-26 機械 管 *

25 10857 ㈱弘電社　九州支店 福岡市博多区東比恵3-12-16 電気 * *

27 10898 ㈱鴻池組　九州支店 福岡市中央区大名1-14-45 建築 土木 水道

13 15365 ｺｳﾌ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ㈱ 福岡市博多区東那珂2-19-25 土木 造園 ほ装

29 10956 ㈲光和電設 北九州市八幡西区田町2-7-10 電気 機械 *

19 10656 ｺｰｱﾂ工業㈱　福岡支店 福岡市中央区赤坂1-13-10 土木 * *

17 15467 ㈲ｺｰｼﾝ 北九州市八幡西区松寿山3-11-9 とび 塗装 ほ装



商号又は名称 所在地 第一希望 第二希望 第三希望登録番号
03 11051 郡ﾘｰｽ㈱　福岡支店 福岡市博多区住吉3-1-1 建築 * *

31 11002 国土防災技術㈱　福岡営業所 福岡市博多区東雲町1-2-3 とび 土木 さく井

25 10837 ｺｽﾓﾃｨｴｽ㈱ 福岡市博多区西月隈6-4-55 土木 機械 とび

09 10235 ㈲後藤組 遠賀郡芦屋町中ノ浜3-12 土木 ほ装 解体

00 10263 小西建設工業㈱　岡垣支店 遠賀郡岡垣町大字海老津1047 土木 ほ装 水道

03 11041 ㈱ｺﾝｽﾃｯｸ　北九州営業所 北九州市小倉南区北方2-6-2 建築 防水 塗装

11 10330 ㈱才田組 福岡市博多区光丘町1-2-30 土木 水道 *

17 15513 西戸崎興産㈱ 福岡市東区大岳2-1-1 水道 防水 *

17 15506 ㈱佐伯建設　北九州支店 北九州市小倉北区大手町7-38 建築 * *

00 10222 ㈱ｻｶﾋﾗ 飯塚市潤野1133-6 土木 建築 解体

23 10821 ㈲坂本工務店 遠賀郡遠賀町大字上別府1389-4 建築 * *

31 11007 ｻｸﾗ工業㈱ 北九州市門司区松原1-7-2 管 * *

19 10687 ㈲さくら造園 宗像市江口598-2 造園 * *

25 10877 ㈱佐藤技建 北九州市小倉北区赤坂3-5-61 建築 とび 解体

11 10410 ㈱佐藤商店 遠賀郡芦屋町白浜町2-3 管 水道 消防

19 10690 佐和屋産業㈱ 筑紫野市大字山家4055-1 土木 しゅん *

00 10396 ㈲ｻﾝｴｲ建設 遠賀郡岡垣町吉木西2-11-6 土木 建築 ほ装

29 10980 ㈱ｻﾝｴﾑ精工 直方市大字中泉885-37 機械 鋼 管

03 11069 三軌建設㈱ 福岡市博多区東光寺町1-13-5 土木 建築 ほ装

00 10270 三機工業㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅前3-2-1 管 電気 機械

31 11015 山九㈱　製造・調達部 北九州市八幡西区築地町10 鋼 * *

00 10186 三共建設㈱ 北九州市八幡西区洞南町2-1 ほ装 土木 水道

14 10544 ㈱ｻﾝｹﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 福岡市南区大楠2-13-7 機械 通信 電気

00 10019 ㈲三建建設 遠賀郡岡垣町海老津駅南3-18-18 土木 水道 *

21 10733 三建設備工業㈱　九州支店 福岡市博多区店屋町1-35 管 消防 *

03 11046 三晃工業㈱ 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26 機械 * *

00 10022 山興塗装㈱ 北九州市若松区西天神町1-38 塗装 防水 とび

23 10807 三光ﾊｳｽ㈱ 北九州市八幡西区大字浅川942-23 建築 * *

31 11018 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ　北九州支店 北九州市小倉北区片野2-6-20 建築 土木 とび

03 11054 三勝電機㈱ 北九州市戸畑区千防3-20-16 電気 * *

03 15803 ㈱山伸開発 北九州市若松区大字有毛2235-10 さく井 * *

03 11059 ㈱三神建設 田川市大字位登789-2 とび 土木 *

15 10574 ㈱ｻﾝﾃｯｸ　九州支社 福岡市中央区平尾1-8-24 電気 * *

03 11045 ㈱ｻﾝ電工社 福岡市中央区鳥飼2-6-51 電気 通信 *

00 10121 山藤建設㈱ 中間市中鶴1-26-2 建築 解体 土木

25 10868 ｻﾝﾜｺﾑｼｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　九州支店 福岡市博多区千代2-15-12 通信 電気 *

00 10102 三和産業㈱　岡垣支店 遠賀郡岡垣町大字内浦字帯田545-4 管 機械 *

17 15510 ㈱三和綜合土木 北九州市小倉南区葛原東3-1-1 土木 水道 塗装

03 11062 ＪＲ九州電気ｼｽﾃﾑ㈱ 福岡市博多区冷泉町4-17 電気 通信 管

25 10884 ㈲塩川組 宮若市宮田4787-1 建築 * *

17 15505 ㈱ｼﾞｵｼｽﾃﾑ 福岡市博多区竹下5-19-22 さく井 とび *

03 11058 ㈱SYSKEN　福岡支社 福岡市早良区次郎丸6-11-46 通信 電気 土木

29 10982 ㈱ｼｽﾃﾑﾊｳｽｱｰﾙｱﾝﾄﾞｼｰ　九州支店 福岡市博多区下呉服町1-1-4F 建築 * *

27 10930 芝浦電子工業㈱ 鹿児島県鹿児島市石谷町1554-1 通信 * *

さ
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00 10240 ㈱島田電気商会 福岡市中央区薬院2-19-27 電気 消防 *

31 11014 島津ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　福岡支店 福岡市博多区冷泉町4-20 電気 * *

03 11068 清水丸源建設㈱ 田川市大字糒656-1 土木 ほ装 解体

31 11005 ㈱秀電社 福岡市博多区対馬小路9-23 機械 電気 *

03 11038 ㈱ｼﾞｭﾝﾄｽ 福岡市博多区博多駅中央街7-2 土木 とび *

29 10978 昭電ﾃｯｸｽ㈱ 北九州市小倉北区青葉2-12-2 電気 機械 *

27 10933 情報機器ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 福岡市博多区中呉服町5-14 通信 電気 *

13 10529 ㈲昭和建設工業 遠賀郡岡垣町大字波津1307-1 土木 ほ装 とび

25 10872 昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅南4-2-10 土木 水道 とび

23 10820 昭和鉄工㈱ 糟屋郡宇美町大字宇美3351-8 管 * *

03 11042 白井工業㈱ 熊本県宇土市笹原町1602-1 鋼 とび *

19 10684 ㈱白石道路施設 鞍手郡鞍手町大字中山3828-12 とび 塗装 ほ装

00 10053 ㈱白海 北九州市若松区響町3-1-33 土木 しゅん ほ装

19 10689 ㈱新栄 北九州市八幡西区楠橋南1-1-5 電気 * *

21 10747 新技術工営㈱ 福岡市博多区板付4-7-28 とび 土木 *

00 10020 ㈱進建 遠賀郡岡垣町大字海老津字下山添188-3 土木 水道 ほ装

03 11061 新生ﾃｸﾉｽ㈱　九州支社 福岡市博多区博多駅東2-9-1 電気 消防 *

19 10695 新地研工業㈱ 福岡市東区原田1-42-41 さく井 * *

27 10936 新日本ｸﾞﾗｳﾄ工業㈱ 福岡市南区清水1-15-18 とび さく井 土木

19 10683 新明和ｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ㈱　九州ｾﾝﾀｰ 福岡市博多区半道橋1-2-1 機械 電気 管

00 10381 新明和工業㈱　流体事業部営業本部九州支店 福岡市博多区豊1-9-43 機械 清掃 管

31 11025 信友ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工業㈱ 直方市大字上境2887-16 さく井 * *

23 10815 新菱工業㈱　九州営業所 福岡市博多区店屋町6-25 機械 * *

00 10001 親和産業㈱ 遠賀郡岡垣町大字糠塚360 土木 水道 管

31 11020 ㈱水機ﾃｸﾉｽ　九州支店 福岡市博多区吉塚1-27-17 機械 水道 電気

00 10210 水道機工㈱　九州支店 福岡市中央区天神3-10-20 水道 機械 *

00 10281 末松九機㈱ 福岡市博多区美野島2-1-29 機械 電気 *

00 10223 ㈱菅原 北九州市八幡東区西本町3-2-5 電気 機械 通信

19 10698 ｽｶﾞﾊﾗﾃｸﾉ㈱ 北九州市八幡西区東浜町9-1 管 機械 電気

00 10035 ㈱杉園道路建設 宮若市金丸820-1 ほ装 土木 解体

13 10462 ㈱鈴木工業所 福岡市博多区吉塚1-27-17 機械 水道 鋼

03 11050 SpaceBuilder希翔㈱ 遠賀郡岡垣町百合ヶ丘2-9-3 建築 * *

00 10073 ㈱ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉ和広　九州支店 久留米市東合川1-5-27 土木 とび 造園

25 10880 ㈱ｽﾎﾟｰﾂﾃｯｸﾉｱ 大分県日田市大字三和2719-6 機械 造園 とび

19 10696 住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ㈱　福岡支店 福岡市博多区店屋町8-30 水道 機械 管

00 10403 住友電設㈱　九州支店 福岡市博多区下川端町1-1 電気 通信 消防

15 10622 ㈱寿陽建設 北九州市小倉南区下貫1-13-13 とび 塗装 土木

31 11013 ㈱精研　九州営業所 福岡市博多区博多駅東1-14-25 管 * *

23 10818 ㈱正興電機製作所 福岡市博多区東光2-7-25 電気 通信 機械

03 11066 ㈱ｾｲｺｰ 久留米市上津町1874 さく井 * *

03 11031 ㈱西部ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 北九州市小倉南区蜷田若園2-2-2 機械 * *

25 10875 西部電業㈱ 久留米市西町1139-15 電気 * *

31 11021 ㈱瀬登 北九州市八幡東区枝光2-7-32 管 電気 *

29 10981 ㈱錢高組　九州支店 福岡市博多区店屋町2-16 建築 土木 水道
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00 10211 ㈲ｾﾌﾃｨｰﾘｰﾄﾞ 北九州市八幡西区白岩町6-8 とび 塗装 土木

31 11017 綜合警備保障㈱　北九州支社 北九州市小倉北区浅野3-8-1 通信 消防 *

03 11033 副島塗装工業㈱ 直方市大字頓野1030-5 防水 塗装 *

19 10700 第一警備保障㈱ 北九州市戸畑区川代2-1-2 消防 電気 *

13 15348 第一施設工業㈱ 糟屋郡新宮町上府北3-9-22 機械 * *

03 11047 第一制電機㈱ 福岡市博多区金の隈3-9-10 電気 通信 機械

15 10631 大栄㈱ 北九州市小倉北区西港町61-13 防水 塗装 *

25 10874 大栄開発㈱　福岡支店 福岡市博多区比恵町9-13 とび さく井 土木

23 10817 大栄産業㈱ 田川市大字奈良1587-4 建築 防水 塗装

31 11023 ㈱ﾀﾞｲｷｱｸｼｽ　福岡支店 福岡市博多区那珂4-14-28 機械 水道 管

31 11027 大勝建設㈱ 福岡市博多区博多駅南4-2-10 解体 土木 *

03 11067 ㈱TIES 大野城市大城5-21-21 造園 土木 とび

31 11019 大成温調㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅東3-13-28 管 * *

00 10331 ﾀﾞｲﾀﾞﾝ㈱　九州支社 福岡市中央区警固3-1-24 管 電気 *

21 10749 大同機工㈱　福岡営業所 福岡市中央区天神4-1-17 鋼 機械 *

00 10151 大洋電気㈱ 福岡市博多区三筑1-6-10 電気 * *

03 11036 大和興行㈱ 飯塚市柳橋55 建築 * *

00 10052 ㈱大和総合建設 北九州市八幡西区則松7-3-18 土木 水道 解体

17 15498 大和ﾘｰｽ㈱　北九州支店 北九州市小倉北区貴船町3-2 建築 * *

25 10865 ㈲ﾀｶｵ 北九州市小倉北区中井5-2-6 防水 塗装 *

21 10760 ﾀｶｵ㈱ 広島県福山市御幸町中津原1787-1 機械 造園 とび

15 10572 ㈲ﾀｶﾈ建設工業 遠賀郡岡垣町吉木西1-4-23 土木 水道 ほ装

00 10178 髙宮鐵工㈱ 直方市知古1-6-14 鋼 機械 とび

15 10573 ㈱田川ﾗｲﾝ 田川郡川崎町大字川崎152 とび 塗装 *

31 11008 瀧口観花苑㈱ 宗像市冨地原1527-2 造園 土木 *

31 11009 匠建設㈱ 福岡市博多区西春町2-1-2 建築 解体 *

27 10945 武巳建設㈱ 北九州市八幡西区樋口町3-6 とび 解体 土木

00 10225 ﾀｿｰ㈲ 遠賀郡岡垣町東山田1-2-1 内装 * *

31 11016 ㈱巽工業 田川郡福智町金田1134-13 建築 解体 土木

00 10109 田中建設工業㈱ 遠賀郡岡垣町大字海老津1022-1 土木 水道 ほ装

13 10513 ㈲谷工業 遠賀郡遠賀町大字尾崎391-3 機械 鋼 管

21 10748 田村産業㈱ 北九州市小倉北区神幸町10-12 建具 機械 内装

21 10746 ㈱千葉工務店 北九州市八幡西区鷹の巣1-1-22 建築 土木 *

00 10155 津上産業㈱ 北九州市八幡西区鷹の巣2-10-19 防水 建築 土木

21 10755 塚本商事機械㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅南3-1-1 とび 土木 *

21 10742 塚本ﾌｪﾝｽ㈱ 北九州市八幡西区上上津役2-18-31 土木 とび 塗装

00 10297 ㈱つじ 遠賀郡岡垣町原字小椿6-7 防水 建築 塗装

27 10929 ㈱ﾃｸﾉ大地 久留米市大善寺町夜明1023 さく井 管 *

15 10639 ㈱ﾃｸﾉﾕｰｽ 福岡市城南区鳥飼5-7-1 土木 管 *

00 10245 ㈱ﾃｸﾉ菱和　九州支店 福岡市中央区舞鶴2-1-10 管 * *

25 10871 ﾃｽｺ㈱ 東京都千代田区西神田1-4-5 機械 清掃 水道

31 11006 鉄建建設㈱　九州支店 福岡市中央区荒戸2-1-5 建築 土木 *

19 10693 寺岡ｵｰﾄﾄﾞｱ㈱　北九州営業所 北九州市八幡東区祝町2-7-10 建具 * *

03 11043 電気興業㈱　九州支店 福岡市早良区百道浜1-7-5 通信 鋼 電気

た
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31 11010 ㈱電盛社　福岡支店 福岡市南区那の川1-3-6 電気 通信 *

27 10937 ㈱電友社 福岡市中央区白金1-17-21 電気 管 通信

11 10366 ㈱東亜機器産業 北九州市八幡東区西本町2-5-15 通信 消防 電気

03 11057 東亜道路工業㈱　福岡営業所 福岡市博多区西月隈6-3-28 ほ装 土木 *

25 10869 東海鋼管㈱　福岡営業所 福岡市博多区博多駅南4-3-9 鋼 水道 土木

21 10754 洞海電池電業㈱ 北九州市小倉北区真鶴2-4-13 電気 機械 *

00 10323 東海ﾘｰｽ㈱　福岡支店 福岡市博多区東比恵3-4-2 建築 * *

03 11052 東興ｼﾞｵﾃｯｸ㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅前1-19-3 とび 土木 *

00 10198 東芝ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ㈱　九州支社 福岡市中央区長浜2-4-1 電気 通信 機械

13 10521 東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社 福岡市中央区長浜2-4-1 機械 * *

03 11070 東芝ﾗｲﾃｯｸ㈱　九州ｼｽﾃﾑ営業所 福岡市中央区長浜2-4-1 電気 * *

27 10949 ㈲藤秀産業 北九州市八幡西区本城1-6-1 とび 塗装 解体

29 10973 東伸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　九州支店 筑紫野市原田5-6-29 機械 水道 *

17 15491 ㈱東生 飯塚市勢田375 機械 * *

00 10058 ㈱東陽建工 遠賀郡岡垣町海老津駅南3-14-3 土木 建築 ほ装

00 10303 ㈱東洋建設　岡垣支店 遠賀郡岡垣町桜台14-10 土木 水道 建築

00 10167 東洋建設㈱　北九州営業所 北九州市小倉北区浅野2-13-23 建築 土木 水道

31 11029 ㈲同和化工 福岡市早良区次郎丸5-18-13 防水 * *

19 10691 ㈱ﾄｵｰﾂｳ 北九州市小倉北区熊谷4-15-7 通信 消防 電気

27 10897 ㈱ﾄﾞｰﾜﾃｸﾉｽ 北九州市八幡西区黒崎城石3-5 機械 電気 管

25 10863 徳倉建設㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅南1-8-31 土木 建築 *

00 10221 戸田建設㈱　九州支店 福岡市中央区天神2-13-7 建築 土木 水道

00 10090 飛島建設㈱　九州支店 福岡市中央区渡辺通5-14-12 建築 土木 水道

17 15518 巴工業㈱　福岡営業所 福岡市中央区天神3-9-33 機械 * *

27 15743 ㈱ﾄﾚｽ 行橋市大字辻垣133-1 土木 管 しゅん

23 15686 ㈱内藤工務店 福岡市中央区港2-5-8 建築 * *

23 15695 ㈱中柴工務店 北九州市八幡東区尾倉3-3-10 塗装 建築 防水

31 15783 ㈱永津建設 北九州市若松区高須南1-2-60 とび 塗装 土木

23 15675 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設　九州支社 福岡市博多区博多駅前3-10-24 建築 * *

23 15654 ㈱中村建設 飯塚市伊岐須字焼筒尾563-14 建築 大工 とび

25 15718 ㈱名村造船所　福岡営業所 福岡市中央区天神3-2-20 鋼 * *

23 15688 ㈱西鉄ｸﾞﾘｰﾝ土木 福岡市中央区大名1-4-1 土木 しゅん 造園

03 15806 ㈱西中洲樋口建設 福岡市中央区西中洲12-13 建築 解体 土木

23 15692 西日本ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ㈱　北九州営業所 北九州市八幡西区陣原5-5-5 電気 通信 *

00 15134 西日本電信電話㈱　北九州支店 北九州市小倉北区古船場町5-12 通信 * *

21 15641 ㈱西日本電波ｻｰﾋﾞｽ 福岡市東区筥松1-11-3 通信 電気 *

27 15729 ㈱西原環境　九州支店 福岡市南区横手1-12-48 機械 水道 清掃

25 15712 西松建設㈱　九州支社 福岡市中央区薬院1-14-5 建築 土木 水道

19 15606 ﾆｼﾑ電子工業㈱　北九州支店 北九州市小倉北区米町2-2-1 通信 電気 *

17 15533 西本建設工業㈱ 北九州市八幡西区青山1-8-4 管 水道 消防

23 15680 ﾆﾁﾊﾂ工業㈱ 福岡市南区柳瀬2-15-8 とび 塗装 造園

21 15623 ㈱ﾆﾁﾎﾞｰ 福岡市博多区板付4-7-28 とび さく井 土木

27 15734 ㈱ﾆﾁﾎﾞｰ環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 福岡市博多区板付4-7-28 機械 * *

00 15109 日慶建設㈱ 遠賀郡岡垣町東山田1-14-8 土木 ほ装 水道

な
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23 15662 日建工材㈱ 福岡市城南区片江4-8-8 防水 * *

03 15804 日興通信㈱ 東京都世田谷区桜丘1-2-22 通信 電気 消防

00 15139 ㈱日さく　九州営業所 福岡市博多区那珂3-21-29 さく井 水道 とび

00 15075 ㈱日新建設 宗像市田熊4-13-6 建築 土木 *

00 15053 日新産業㈱ 福岡市博多区月隈2-4-2 鋼 機械 *

25 15716 日東河川工業㈱　九州営業所 福岡市博多区竹丘町1-5-31 鋼 機械 *

29 15762 日東工営㈱　九州支店 福岡市博多区店屋町1-35 建築 * *

27 15732 日特建設㈱　九州支店 福岡市博多区下川端町1-3 とび 土木 さく井

17 15579 日邦無線電機㈱ 北九州市戸畑区銀座2-6-18 通信 電気 機械

31 15787 日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅南1-2-13 機械 * *

17 15570 日本ｺﾑｼｽ㈱　九州支店 福岡市博多区千代2-15-12 通信 電気 *

31 15785 日本鉄塔工業㈱　北九州営業所 北九州市若松区北浜1-7-1 鋼 とび 土木

25 15706 日本電気㈱　九州支社 福岡市博多区御供所町1-1 通信 * *

08 15246 日本電設工業㈱　北九州営業所 北九州市門司区中町4-18 電気 通信 *

15 15391 ㈱日本ﾋﾟｰｴｽ　九州支店 福岡市博多区博多駅南3-7-10 土木 とび 水道

23 15647 日本ﾘｰﾃｯｸ㈱　九州営業所 北九州市門司区西海岸2-3-21 電気 とび 塗装

21 15624 日本ｴｽｴﾑ㈱ 北九州市小倉北区原町2-2-10 とび 塗装 土木

31 15777 日本乾溜工業㈱　北九州営業部 北九州市八幡西区森下町27-36 とび 塗装 土木

27 15728 日本建設技術㈱　福岡支店 福岡市中央区小笹5-20-5 土木 とび 水道

31 15786 日本原料㈱　九州営業所 福岡市博多区博多駅東1-14-34 水道 機械 *

03 15795 日本国土開発㈱　九州支店 福岡市博多区上呉服町10-1 建築 土木 水道

23 15657 ㈱日本消防機材商会 福岡市東区名島2-20-11 消防 * *

25 15701 日本体育施設㈱　九州営業所 福岡市南区大池1-23-15 土木 ほ装 造園

00 15048 日本地研㈱ 福岡市博多区諸岡5-25-25 とび さく井 土木

31 15778 日本調理機㈱　九州支店 大野城市瓦田4-15-30 管 * *

25 15700 日本通信工業㈱ 福岡市博多区築港本町6-5 通信 電気 *

17 15554 ㈱日本電子 福岡市南区折立町5-59 通信 電気 *

03 15796 日本ﾌｧｼﾘｵ㈱　福岡支店 福岡市博多区博多駅前1-31-17 管 電気 *

00 15133 日本無線㈱　九州支社 福岡市博多区綱場町4-1 通信 電気 *

13 15298 直方工業㈱ 直方市溝堀2-7-13 鋼 機械 管

23 15653 ㈲能木電気商会 北九州市八幡西区御開1-12-23 電気 * *

27 15726 野上電気㈱ 福岡市東区箱崎1-12-29 電気 * *

23 15672 野里電気工業㈱　九州支店 北九州市八幡西区陣原3-26-10 電気 通信 機械

08 15082 ﾉﾀﾞｯｸ㈱　九州事業所 熊本県熊本市東区東野4-1-3 水道 土木 鋼

03 15794 ㈱法研工業 田川市大字夏吉322 とび 土木 *

27 15744 ㈱乗富鉄工所 柳川市三橋町柳河934-4 鋼 機械 *

23 15682 ㈱ﾊﾟｰｸﾚｽｷｭｰ 福津市津屋崎5-19-21 とび * *

25 15720 博多港管理㈱ 福岡市中央区港2-3-26 土木 しゅん *

00 15140 博多湾環境整備㈱ 福岡市博多区沖浜町12-1 土木 しゅん *

03 15807 ㈱博栄建設 福岡市博多区比恵町2-1-203 建築 解体 土木

15 15415 ㈲一 宗像市日の里5-4-25 とび 機械 土木

15 15395 橋本防蝕㈱ 北九州市若松区大字安瀬64-107 塗装 土木 防水

25 15714 長谷川体育施設㈱　九州支店 福岡市中央区大手門2-1-34 ほ装 土木 造園

23 15677 ㈱ﾊｯｾｲ 北九州市八幡西区市瀬1-2-1 電気 管 消防

は
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21 15628 ㈱ﾊｯﾄﾘ 福岡市博多区東那珂2-2-11 防水 塗装 土木

25 15698 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸLSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　九州支店 福岡市中央区薬院3-1-24 電気 消防 *

21 15645 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　九州社 福岡市博多区上呉服町10-1 通信 電気 *

29 15752 英建設㈱ 北九州市若松区今光2-22-27 土木 水道 ほ装

00 15099 ㈲早野電気商会 遠賀郡芦屋町高浜町5-25 電気 * *

27 15736 半田電設工業㈱ 北九州市小倉北区砂津1-5-12 電気 * *

00 15205 ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱　九州支店 福岡市中央区長浜2-4-1 土木 水道 建築

00 15059 久友建設㈱ 遠賀郡岡垣町大字手野933 土木 とび ほ装

21 15640 ㈱日立ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ　九州支店 福岡市博多区冷泉町2-1 機械 水道 管

03 15799 ㈱ﾋﾞｯｸﾞｽﾄｰﾝ 福岡市南区長住1-5-1 造園 土木 とび

27 15727 ㈱ﾋﾉ工業 福岡市早良区内野4-48-5 土木 * *

13 15315 ㈲響電器 遠賀郡岡垣町海老津駅前12-5 管 電気 *

00 15265 ﾋﾋﾞﾉｽﾍﾟｰｽﾃｯｸ㈱　九州営業所 福岡市中央区長浜1-1-1 通信 * *

25 15710 日比谷総合設備㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅東2-5-1 管 電気 *

27 15725 ㈱俵口建設 北九州市八幡西区折尾2-2-12 ほ装 土木 水道

21 15643 平井ｽﾎﾟｰﾂ建設㈱ 福岡市東区箱崎3-13-15 土木 ほ装 造園

23 15665 ﾋﾞﾙﾄﾞﾘﾍﾟｱ技研工業㈱ 北九州市小倉南区大字呼野1087-2 防水 建築 塗装

03 15802 ㈱福岡九州ｸﾎﾞﾀ 福岡市南区野間1-11-36 建築 機械 *

00 15203 福岡造園㈱ 福岡市城南区東油山1-10-2 造園 * *

17 15555 ㈱福田組　九州支店 福岡市博多区博多駅南3-7-35 土木 建築 *

27 15749 ㈱福田工務店　岡垣支店 遠賀郡岡垣町旭台2-10-1 水道 土木 *

00 15118 ﾌｺｸ電興㈱　北九州営業所 北九州市小倉北区下到津5-1-28 通信 * *

00 15111 藤木建設㈱ 北九州市八幡西区大平3-16-10 土木 水道 とび

00 15128 ㈱ﾌｼﾞﾀ　九州支店 福岡市博多区下川端町1-1 建築 土木 水道

15 15393 富士通Japan㈱　九州支社 福岡市博多区東比恵3-1-2 通信 電気 *

15 15437 ㈱富士通ｾﾞﾈﾗﾙ　九州情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部 福岡市南区横手1-12-45 通信 * *

00 15189 ﾌｼﾞﾃｯｸ㈱　西日本支社　九州支店 福岡市博多区綱場町4-1 機械 * *

03 15805 富士電機ITｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱　九州事業本部 福岡市博多区店屋町5-18 通信 * *

27 15739 ㈱富士ﾋﾟｰ･ｴｽ　九州支店 福岡市中央区渡辺通2-4-8 土木 とび 水道

29 15753 富士古河E&C㈱　九州支店 福岡市博多区店屋町5-18 電気 管 *

00 15071 ㈱ﾌｿｳ　九州支店 福岡市博多区博多駅前2-19-24 機械 水道 鋼

31 15772 扶桑電通㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅前1-18-7 通信 * *

08 15049 双葉工業㈱ 福岡市博多区金の隈2-1-30 とび 塗装 土木

00 15217 ㈱ふちわき 北九州市八幡西区小鷺田町2-1 機械 電気 管

10 15041 ﾌﾙﾔ工業㈲ 中間市大字上底井野62-1 機械 管 *

11 15055 ㈱平和電業社 北九州市八幡西区木屋瀬東4-8-45 電気 * *

31 15773 ㈱放作 行橋市大字金屋676-2 建築 土木 解体

29 15768 北筑電業㈱ 北九州市八幡西区陣原4-5-1 電気 通信 *

08 15046 ㈱北部九州舗道 宮若市金丸710-1 ほ装 土木 解体

02 15793 北陽工業㈲ 遠賀郡岡垣町旭台4-9-14 防水 機械 *

21 15636 ﾎｼｻﾞｷ北九㈱ 福岡市博多区博多駅南3-18-9 管 建築 *

29 15765 ㈲ﾎｯﾄｻﾎﾟｰﾄ 古賀市新久保2-16-16 管 機械 *

13 15359 ㈱本間組　九州支店 福岡市博多区博多駅東2-8-3 土木 建築 水道

17 15573 ﾏｰｸ建設㈱ 北九州市八幡西区市瀬3-7-41 土木 * *ま



商号又は名称 所在地 第一希望 第二希望 第三希望登録番号
25 15704 前澤工業㈱　九州支店 福岡市中央区天神1-15-6 機械 水道 鋼

00 15193 前田建設工業㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅東2-14-1 建築 土木 とび

00 15098 ㈱ﾏｷﾉｸﾞﾘｰﾝ　九州支店 北九州市八幡西区浅川台1-1-4 とび 土木 *

00 15252 松井建設㈱　九州支店 福岡市博多区博多駅前3-19-5 建築 土木 *

00 15129 ㈱松尾組 北九州市八幡西区町上津役東2-2-25 建築 土木 ほ装

00 15153 松尾建設㈱　北九州支店 北九州市小倉北区下到津5-9-4 建築 土木 ほ装

27 15738 ㈱松尾道路 北九州市八幡西区大字畑745 ほ装 土木 *

21 15621 ㈱松村電機製作所　九州支店 福岡市博多区博多駅前1-15-20 電気 * *

23 15668 ㈱松本組 福岡市東区馬出1-1-19 土木 建築 *

00 15267 松山建設㈱ 福岡市中央区高砂2-24-23 土木 建築 ほ装

29 15760 ﾐｶﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱　北九州支店 北九州市小倉北区井堀5-2-19 とび 塗装 土木

00 15168 帝産業㈱ 北九州市八幡東区白川町10-34 防水 機械 消防

03 15808 ﾐｸﾆ建設㈱ 北九州市八幡西区楠橋南3-3-13 とび 土木 解体

21 15620 ㈱ﾐｽﾞﾎ技研 福岡市中央区天神5-1-15 管 土木 水道

00 15220 溝江建設㈱ 福岡市中央区赤坂1-9-20 建築 土木 解体

17 15558 ㈱ﾐｿﾞﾀ　福岡支店 福岡市博多区東比恵3-17-5 機械 鋼 水道

23 15648 三井住友建設㈱　九州支店 福岡市博多区上呉服町10-1 土木 建築 水道

13 15368 三菱化工機㈱　九州支店 福岡市東区箱崎4-5-2 機械 * *

27 10894 三菱化工機アドバンス㈱　福岡支店 福岡市東区箱崎4-5-2 機械 * *

09 15112 三菱電機㈱　九州支社 福岡市中央区天神2-12-1 電気 通信 *

00 15047 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱　九州支社 福岡市博多区住吉1-2-25 機械 管 電気

27 15748 ㈲みやざき 遠賀郡岡垣町大字三吉232-5 建築 土木 塗装

31 15782 宮田建設㈱ 北九州市八幡西区則松4-3-10 建築 土木 解体

27 15740 ㈱宮原土木建設 太宰府市大佐野3-11-18 土木 水道 *

17 15563 ㈲未来建託 遠賀郡岡垣町桜台14-10 土木 * *

23 15658 宗像緑地建設㈱ 宗像市日の里2-11-1 造園 土木 建築

31 15776 ㈱村上工務店 中間市大字垣生998 土木 管 消防

23 15685 村本建設㈱　九州支店 福岡市博多区中洲中島町2-3 建築 土木 解体

29 15755 ㈱明建 北九州市八幡西区築地町20-25 塗装 防水 とび

03 15797 ㈱ﾒｲｹﾝ九州 北九州市小倉北区上富野1-4-1 塗装 防水 内装

19 15589 ㈱明興ﾃｸﾉｽ　福岡支店 福岡市東区多の津5-35-12 電気 通信 *

13 15305 明秀産業㈱ 遠賀郡岡垣町大字三吉字熊原1256 土木 建築 *

23 15689 ㈱明電舎　九州支店 福岡市博多区住吉5-5-3 電気 通信 機械

21 15629 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ㈱　九州営業部 福岡市博多区店屋町5-18 電気 機械 通信

23 15683 ㈱森田鉄工所　九州営業支店 福岡市博多区博多駅前3-10-24 機械 水道 鋼

00 15196 森平舞台機構㈱ 東京都台東区花川戸2-11-2 機械 * *

29 15754 ㈱ﾓﾛﾅｶﾞ電気ｻｰﾋﾞｽ 遠賀郡岡垣町中央台3-1-23 電気 通信 *

00 15019 ㈱安井組 北九州市八幡西区田町2-7-1 建築 土木 水道

00 15067 ㈱安川電機　九州支店 福岡市中央区天神1-6-8 電気 * *

03 15798 矢田工業㈱　九州営業所 福岡市博多区比恵町1-30-206 土木 鋼 水道

03 15801 山口建設工業㈱ 北九州市八幡西区夕原町6-5 ほ装 土木 *

27 15746 山田工業㈱　福岡支店 福岡市博多区東光2-22-35 機械 * *

00 15222 山田住宅㈲ 遠賀郡岡垣町旭台2-11-3 土木 建築 管

や
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11 15247 ㈱山田商会 北九州市小倉北区萩崎町12-23 通信 電気 消防

08 15072 ㈱山文　北九州支店 北九州市八幡東区前田1-11-12 とび 塗装 機械

17 15553 ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ㈱　北九州ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 北九州市若松区北湊町7-1 機械 * *

27 15735 友希建設㈱ 中間市長津3-12-1 ほ装 土木 水道

27 15733 遊景産業㈱ 福岡市南区警弥郷1-15-10 機械 とび 土木

03 15800 ﾕｰｼﾞｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 福岡市博多区金の隈3-16-66 土木 管 防水

29 15758 友信建設㈱ 飯塚市赤坂876-44 建築 土木 とび

08 15108 ㈱友和建設 遠賀郡岡垣町大字三吉1015-1 土木 ほ装 水道

25 15702 横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱　九州支店 福岡市博多区御供所町3-21 電気 通信 *

31 15774 ㈱横手技研 福岡市東区香椎駅前2-4-8 機械 水道 *

00 15116 吉田建設 遠賀郡岡垣町手野505 土木 建築 鋼

13 15312 ㈲吉田工務店 遠賀郡岡垣町大字吉木1553 水道 管 土木

19 15603 ㈱ﾖｼﾀﾞ電気 遠賀郡岡垣町大字内浦509-7 電気 * *

23 15671 ﾗﾝｱｯﾌﾟ㈱ 鞍手郡鞍手町大字新延字野田1298-5 土木 とび 石

00 15261 理水化学㈱　福岡支店 福岡市博多区博多駅東3-11-28 機械 水道 *

31 15775 ㈲立栄興業 北九州市八幡西区真名子2-2-26 とび 塗装 水道

31 15788 ﾘｭｳﾃｯｸ昇降機㈱ 福岡市博多区東那珂3-5-33 機械 * *

00 15052 ㈱菱熱　北九州支店 北九州市小倉北区片野3-14-8 管 * *

15 15419 ㈱緑研産業 福岡市東区多の津3-14-12 とび * *

10 15088 りんかい日産建設㈱　九州支店 福岡市中央区赤坂1-13-10 建築 土木 *

00 15089 ㈱若港 北九州市若松区くきのうみ中央7-18 土木 しゅん *

00 15254 若築建設㈱　北九州営業所 北九州市若松区浜町1-4-7 土木 建築 水道

30 15771 ㈱和田工務店 遠賀郡岡垣町吉木東1-18-5 水道 土木 管

00 15096 渡辺商事㈱ 遠賀郡岡垣町大字糠塚360 土木 ほ装 造園
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