
印刷 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）東兄弟 代表取締役 東  健一郎 八女市祈祷院563番地

九州地理情報（株） 代表取締役 三舛　善彦 福岡市東区青葉2-30-1

東博愛凸版 代表 東　博憲 八女市緒玉35番地2

（有）東印刷社 代表取締役 溝上　啓子 八女市稲富109番地

国際航業（株）　福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号

橋爪印刷 代表者 橋爪　哲也 八女市吉田1899番地1

大成ジオテック（株）八女営業所 所長 森田　謙信 八女市上陽町北川内550-3

朝日航洋（株）　福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東3-12-1

㈱パスコ　福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵3-5-2
（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原 壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5西京極駅前ビル6階

昭和㈱ 九州支社 支社長 相川　純一 福岡市博多区下川端町3番1号

西日本地図出版（株） 代表取締役 川﨑  誠 福岡市南区大楠2丁目8番13号

三谷コンピュータ㈱ 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

東亜建設技術㈱ 代表取締役 藤田　茂久 福岡市西区西の丘1丁目7番1号

（株）ゼンリン 福岡営業所 所長 緒方　賢一 福岡市博多区住吉4丁目1番5号

（株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 岡山県岡山市南区豊成2-7-16

富士マイクロ（株）福岡支店 支店長 野村　正和 福岡市博多区諸岡2-12-38

（株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 大野城市川久保三丁目1番23号

丸菱航業（株） 代表取締役 首藤 英雄 北九州市小倉北区昭和町13番7号

（株）ＱＴｎｅｔ 代表取締役　社長執行役員 岩﨑　和人 福岡市中央区天神1丁目12番20号

（株）現代けんこう出版 代表取締役 中野　茂季 東京都墨田区両国一丁目12番8号

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

トッパン・フォームズ（株）西日本事業部　第一営業本部 本部長 宮房　重善 福岡市博多区博多駅前4丁目4-15

プリントハウス八女 代表 三宅　雅幸 八女市室岡120-24

（株）会議録研究所 代表取締役 小池　好子 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４

（株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号日東九段ビル6階

（株）九州コーユー 代表取締役 北島　哲已 佐賀県小城市三日月町金田813番地

(株）四ヶ所 代表取締役 四ヶ所　大輔 朝倉市馬田336番地

久野印刷（株） 代表取締役 久野 正人 福岡市博多区奈良屋町3-1

神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号

山陽マーク（株）福岡製作所 所長 谷口　和文 福岡市東区和白2丁目5-30

アジア航測（株）福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号八百治センタービル

（株）東京法規出版 代表取締役 菅 国典 東京都文京区本駒込2-29-22

（株）ホープ 代表取締役 時津 孝康 福岡市中央区薬院1-14-5　MG薬院ビル

（株）乙媛印刷社　福岡営業所 所長 三瀬　堅司 福岡市城南区西片江2-16-8-202

（株）インテックス福岡 代表取締役 内田　信康 福岡市博多区東那珂1丁目15番1号

第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 東京都港区南青山二丁目11番17号

タマアグリ（株） 代表取締役社長 野田　忠 筑後市久冨1370-5

小林クリエイト(株）西日本営業部 部長 清水　英也 福岡市中央区渡辺通二丁目9-31福岡ＧＡビル4階

（株）データホライゾン 代表取締役 内海　良夫 広島県広島市西区草津新町一丁目21番35号広島ミクシス・ビル

赤坂印刷（株）福岡営業所 所長 藤井　暁之 福岡市博多区博多駅南4丁目1-17岩保ビル駅南4D号

（株）藤本コーポレーション　九州支社 九州支社長 川﨑　恭敬 福岡市中央区赤坂1丁目12-15読売福岡ビル9F

（一社）日本家族計画協会 代表理事理事長 三橋　裕行 東京都新宿区市谷田町1-10保健会館新館

（株）プロゴワス　福岡オフィス 支店長 赤星　健 福岡市中央区赤坂1丁目12番8号

（株）富士コピント 代表取締役 𠮷住　俊二 久留米市通東町3-5

久留米印刷（株） 代表取締役 熊丸　正憲 八女郡広川町日吉548-25

（株）社会保険出版社 代表取締役 髙本　哲史 東京都千代田区神田猿楽町1-5-18

（株）文化工房　福岡支店 支店長 奥村　勧 福岡市早良区高取二丁目11番5号
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事務用品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）サカイ文具店 代表取締役 酒井　理喜 八女市本町532番地

（株）伊藤尚文堂 代表取締役 伊藤　博之 八女市高塚253番地2

鹿野中原堂 代表 鹿野　哲夫 八女市吉田664-1

（株）図書館流通センター 代表取締役 谷一　文子 東京都文京区大塚三丁目1番1号
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 福岡支社長 竹内　將人 久留米市東町38番地1

（株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 岡山県岡山市南区豊成2-7-16

（株）松機 代表取締役 坂口　直行 久留米市諏訪野町2316
（株）九州テン　システムソリューション事業本部 本部長 中尾　達郎 福岡市博多区博多駅前2-19-27

（有）田中文具店　八女支店 代表取締役 黒岩　隆憲 八女市本村894-2

（株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 大野城市川久保三丁目1番23号

丸善産業（株） 代表取締役 江﨑　善隆 柳川市糀屋町62

理想科学工業（株）理想福岡支店 支店長 柳川　俊之 福岡市中央区大名1丁目8番10号

金剛（株）九州支店 支店長 伊集院　直親 福岡市博多区博多駅前2-20-15第7岡部ビル9Ｆ

（株）ディエスジャパン　佐賀店 店長 原田　裕 佐賀県佐賀市八戸溝2-5-27

（株）九州コーユー 代表取締役 北島　哲已 佐賀県小城市三日月町金田813番地

㈱セラビ　福岡支店 支店長 森　健太郎 福岡県福岡市博多区豊1丁目4番30号

（株）大塚商会　九州支店 支店長 瀧場　誠 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル8F

（株）カジワラ商事 代表取締役 梶原　教義 朝倉市甘木187-2
（株）ジェイエスキューブ 第七営業本部 本部長 金子　潤二 福岡市博多区博多駅前4-4-15

（株）かがし屋　久留米支店 支店長 緒方　正行 久留米市荒木町白口1804
ＮＥＣフィールディング（株）筑後佐賀支店 筑後佐賀支店長 加来　誠 佐賀市駅前中央一丁目9番38号

（株）プロゴワス　福岡オフィス 支店長 赤星　健 福岡市中央区赤坂1丁目12番8号
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事務用機械 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）サカイ文具店 代表取締役 酒井　理喜 八女市本町532番地

（株）伊藤尚文堂 代表取締役 伊藤　博之 八女市高塚253番地2

鹿野中原堂 代表 鹿野　哲夫 八女市吉田664-1
富士電機ＩＴソリューション（株）福岡支店 支店長 三島　清治 福岡市博多区店屋町5-18

（株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 福岡県福岡市中央区六本松2-12-19

大和リース（株） 福岡支社 支社長 谷本　政樹 福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号

フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王一丁目15番8号

電’Ｓみやけ 三　宅　義　典 八女市本村103番地5

（株）図書館流通センター 代表取締役 谷一　文子 東京都文京区大塚三丁目1番1号
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 福岡支社長 竹内　將人 久留米市東町38番地1

（株）松機 代表取締役 坂口　直行 久留米市諏訪野町2316
（株）九州テン　システムソリューション事業本部 本部長 中尾　達郎 福岡市博多区博多駅前2-19-27

（有）田中文具店　八女支店 代表取締役 黒岩　隆憲 八女市本村894-2

（株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 大野城市川久保三丁目1番23号

（株）内田洋行　九州支店 支店長 坂口　秀雄 福岡市中央区大名2-9-27

㈱クマヒラ 九州支社 取締役支社長 秋庭　一郎 福岡市博多区中呉服町１番３号

丸善産業（株） 代表取締役 江﨑　善隆 柳川市糀屋町62

理想科学工業（株）理想福岡支店 支店長 柳川　俊之 福岡市中央区大名1丁目8番10号

（株）ディエスジャパン　佐賀店 店長 原田　裕 佐賀県佐賀市八戸溝2-5-27

（株）キューオキ 代表取締役社長 廣島　将登 福岡市南区井尻4-28-18

㈱セラビ　福岡支店 支店長 森　健太郎 福岡県福岡市博多区豊1丁目4番30号

デュプロ（株） 代表取締役 堤　和則 福岡市博多区博多駅南1-5-28

（株）大塚商会　九州支店 支店長 瀧場　誠 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル8F

（株）学映システム 久留米営業所 所長 松尾 雄一郎 久留米市東合川8丁目8番21号

（株）カジワラ商事 代表取締役 梶原　教義 朝倉市甘木187-2
（株）ジェイエスキューブ 第七営業本部 本部長 金子　潤二 福岡市博多区博多駅前4-4-15

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

（株）かがし屋　久留米支店 支店長 緒方　正行 久留米市荒木町白口1804

ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号

ＮＥＣフィールディング（株）筑後佐賀支店 筑後佐賀支店長 加来　誠 佐賀市駅前中央一丁目9番38号

シャープマーケティングジャパン（株） 取締役 美甘　將雄 大阪府大阪市平野区加美南3丁目8番25号

（株）関家具大川本店 代表取締役 関　文彦 大川市幡保172番地3

（株）セイエイ 代表取締役 滑石　修 北九州市八幡西区楠橋南1丁目1-5

日建リース工業（株）福岡支店 支店長 清原　浩一 糟屋郡宇美町大字宇美字古野ノ口3426番地の9
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選挙用品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

クリンテック（株） 代表取締役 奥薗　眞智子 福岡市南区野間2丁目11-1-301

（株）ムサシ　福岡支店 支店長 荻野　勝紀 福岡市博多区店屋町6-25

（株）ナカノ 代表取締役 中野  陽一 大分県中津市大字野依702-1

ヒリュー装美（株） 久留米支店 支店長 緒方 啓二 久留米市御井旗崎1丁目6-14

グローリー（株）　九州支店 支店長 森田　邦宏 福岡市博多区東比恵3-23-13

アドバンス（株） 代表取締役 山下　みどり 福岡市東区松島5-16-1

（株）セイエイ 代表取締役 滑石　修 北九州市八幡西区楠橋南1丁目1-5

（株）ＦＯＲＴＨ 代表取締役 服部　修平 八女市本町1-244-2
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印章類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）田中文具店　八女支店 代表取締役 黒岩　隆憲 八女市本村894-2
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写真類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

九州地理情報（株） 代表取締役 三舛　善彦 福岡市東区青葉2-30-1

大成ジオテック（株）八女営業所 所長 森田　謙信 八女市上陽町北川内550-3

朝日航洋（株）　福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東3-12-1

㈱パスコ　福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵3-5-2

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

ＥＭ田中 事業主 入部  巧 八女市鵜池301-15

東亜建設技術㈱ 代表取締役 藤田　茂久 福岡市西区西の丘1丁目7番1号

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

（株）富士コピント 代表取締役 𠮷住　俊二 久留米市通東町3-5
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ＯＡ用品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）サカイ文具店 代表取締役 酒井　理喜 八女市本町532番地

（株）伊藤尚文堂 代表取締役 伊藤　博之 八女市高塚253番地2

国際航業（株）　福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号

鹿野中原堂 代表 鹿野　哲夫 八女市吉田664-1

日本電気（株）　九州支社 支社長 入佐　健一 福岡市中央区天神一丁目１０番２０号

西日本電信電話（株）九州支店 執行役員九州支店長 梶原　全裕 福岡市博多区博多駅東3-2-28

大成ジオテック（株）八女営業所 所長 森田　謙信 八女市上陽町北川内550-3

朝日航洋（株）　福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東3-12-1

㈱パスコ　福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵3-5-2
富士電機ＩＴソリューション（株）福岡支店 支店長 三島　清治 福岡市博多区店屋町5-18

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

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

情報機器エンジニアリング（株） 代表取締役社長 宮﨑 博永 福岡市博多区中呉服町5番14号

（株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 福岡県福岡市中央区六本松2-12-19

行政システム九州（株）福岡支店 支店長 小原　慎司 福岡市博多区東比恵三丁目1番2号
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 支店長 久保　裕之 福岡市博多区博多駅東二丁目14-1

三谷コンピュータ㈱ 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株）九州支社 九州支社長 久保田　浩二 福岡市博多区博多駅前1-17-21

東亜建設技術㈱ 代表取締役 藤田　茂久 福岡市西区西の丘1丁目7番1号

フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王一丁目15番8号

（株）ゼンリン 福岡営業所 所長 緒方　賢一 福岡市博多区住吉4丁目1番5号

扶桑電通（株）九州支店 執行役員支店長 尾崎　圭吾 福岡市博多区博多駅前1-18-7

ニシム電子工業（株）福岡支店 支店長 山﨑　信二 福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号

エコー電子工業(株）本社 本社責任者 守　正幸 福岡市博多区東比恵3-1-2
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 福岡支社長 竹内　將人 久留米市東町38番地1

（株）麻生情報システム　飯塚事業所 飯塚事業所長 大庭　文志郎 飯塚市吉原町6番1号あいタウン3階

（株）アイネス　九州支社 支社長 大橋　市朗 福岡市博多区博多駅前３丁目２番１号

（株）オーイーシー　福岡支社 支社長 相川　大輔 福岡市中央区天神4-1-1第7明星ビル5階

㈱地域科学研究所 福岡事務所 福岡事務所長 木下　晋介 福岡市博多区博多駅南1-8-31九州ビル

（株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 岡山県岡山市南区豊成2-7-16

（株）オプティマ 代表取締役 森田　宏樹 東京都品川区大崎3-5-2

日興通信（株）九州支社 九州支社長 鈴木　祥吾 福岡市博多区御供所町１－１西鉄祇園ﾋﾞﾙ

（株）松機 代表取締役 坂口　直行 久留米市諏訪野町2316

現場ソリューションカンパニー九州社 九州社社長 古賀　司郎 福岡市博多区上呉服町10-1

（資）柴尾電気商会 無限責任社員 柴尾　清成 八女市黒木町桑原83-1
（株）九州テン　システムソリューション事業本部 本部長 中尾　達郎 福岡市博多区博多駅前2-19-27

（株）ＲＫＫＣＳ 代表取締役 金子　篤 熊本県熊本市中央区九品寺1-5-11

（有）田中文具店　八女支店 代表取締役 黒岩　隆憲 八女市本村894-2

隔測計装（株） 代表取締役 鹿林 康男 福岡市南区寺塚1丁目28番5号

はやし電器 代表者 林  純 一 八女市黒木町桑原62-8

（株）有明ねっとこむ 代表取締役 納冨　和由紀 大牟田市不知火町一丁目3番地の10

ジャトー（株）九州営業所 所長 濵口　直樹 福岡市博多区豊1-4-25

緒方通信（株） 代表取締役 緒方　則雄 八女市豊福66-1

（株）ＱＴｎｅｔ 代表取締役　社長執行役員 岩﨑　和人 福岡市中央区天神1丁目12番20号

（株）内田洋行　九州支店 支店長 坂口　秀雄 福岡市中央区大名2-9-27

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

丸善産業（株） 代表取締役 江﨑　善隆 柳川市糀屋町62

九電ビジネスソリューションズ（株） 代表取締役 犬塚　雅彦 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号電気ビル北館

正晃（株）　久留米営業所 所長 梶原　正活 久留米市山川沓形町3番30号

ジャパンシステム（株） 代表取締役社長 齋藤　英明 東京都渋谷区代々木一丁目22番1号

（株）NTTドコモ　九州支社 執行役員九州支社長 根本　浩二 福岡市中央区渡辺通二丁目6番1号

（株）会議録研究所 代表取締役 小池　好子 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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ＯＡ用品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

理想科学工業（株）理想福岡支店 支店長 柳川　俊之 福岡市中央区大名1丁目8番10号

ＩＣＴコンストラクション（株） 代表取締役 松田　清信 福岡市博多区冷泉町5－35福岡祇園第一生命ビル5階

（株）ディエスジャパン　佐賀店 店長 原田　裕 佐賀県佐賀市八戸溝2-5-27

（株）九州コーユー 代表取締役 北島　哲已 佐賀県小城市三日月町金田813番地

（株）キューオキ 代表取締役社長 廣島　将登 福岡市南区井尻4-28-18

㈱日立システムズ 中国支社 支社長 佐藤　和夫 広島県広島市中区上幟町3番33号

（株）オーエムアイ 代表取締役 大川内 修 愛媛県大洲市東大洲909番地1

（株）パシフィックシステム 代表取締役 穗野　豊 宮崎県日向市永江町1丁目105番地

（株）熊本無線 代表取締役 古澤 貴生 熊本県熊本市中央区新町3丁目2番26号

大栄電通㈱ 代表取締役 大森 康一郎 久留米市長門石2丁目2-23

㈱セラビ　福岡支店 支店長 森　健太郎 福岡県福岡市博多区豊1丁目4番30号

北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 秋田県秋田市南通築地15番32号

（株）リサーチアンドソリューション 代表取締役 清見　光生 福岡市博多区上呉服町12-33

（株）大塚商会　九州支店 支店長 瀧場　誠 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル8F

（株）コミクリ 代表取締役 佐藤　弘人 東京都三鷹市下連雀3-38-16スマート・パーク三鷹

アジア航測（株）福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号八百治センタービル

（株）学映システム 久留米営業所 所長 松尾 雄一郎 久留米市東合川8丁目8番21号

（株）カジワラ商事 代表取締役 梶原　教義 朝倉市甘木187-2
（株）ジェイエスキューブ 第七営業本部 本部長 金子　潤二 福岡市博多区博多駅前4-4-15

（株）シンク 取締役社長 丸山　秀明 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル

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

（株）かがし屋　久留米支店 支店長 緒方　正行 久留米市荒木町白口1804

（株）ウェルクル　九州・中国支部 九州・中国支部長 髙田　幸治 福岡市博多区博多駅東1丁目14-25新幹線ビル2号館7階

（株）エヌ・アイ・ケイ 代表取締役 黒田　剛 熊本県熊本市中央区水道町14番27号

（株）ＴＫＣ 代表取締役社長 飯塚 真規 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地

ミツイワ（株）営業本部 九州営業部 部長 渡辺　勝彦 福岡市中央区長浜1-4-6

ソフトフィールド（株） 代表取締役社長 田中　猛 福岡市博多区博多駅東二丁目6番23号博多駅前第2ビル7階

（株）システム　ビィー・アルファ 代表取締役 水口　建二郎 福岡市中央区薬院三丁目16-26

（株）九州日立システムズ 代表取締役社長 荒井　正純 福岡市博多区博多駅南二丁目12-22

（株）ブレインサービス 代表取締役 桑原　昌次 大阪府大阪市西区阿波座2-4-23
ＮＥＣフィールディング（株）筑後佐賀支店 筑後佐賀支店長 加来　誠 佐賀市駅前中央一丁目9番38号

ソリマチ（株） 代表取締役 反町　秀樹 新潟県長岡市表町1丁目4番地24

（株）電盛社　福岡支店 取締役福岡支店長 久保田　賢二 福岡市南区那の川1丁目3番6号

(株）佐賀電算センター　福岡支社 支社長 菰田　秀三 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

小林クリエイト(株）西日本営業部 部長 清水　英也 福岡市中央区渡辺通二丁目9-31福岡ＧＡビル4階

ＳＢテクノロジー（株） 代表取締役 阿多　親市 東京都新宿区新宿六丁目27-30

富士通Ｊａｐａｎ（株）福岡支社 支社長 廣瀬　輝人 福岡市博多区東比恵1-5-13

シャープマーケティングジャパン（株） 取締役 美甘　將雄 大阪府大阪市平野区加美南3丁目8番25号

（株）シナジー 代表取締役 下地　勝也 沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号3階

（株）セイエイ 代表取締役 滑石　修 北九州市八幡西区楠橋南1丁目1-5

（株）日本エム・アイ・エー 代表取締役 成田　篤 愛知県名古屋市中区錦一丁目6番18号Ｊ・伊藤ビル4階

ヒューマンリソシア（株） 代表取締役 御旅屋　貢 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号
オムロンフィールドエンジニアリング（株）九州支店 九州支店長 川添　陽二 福岡市博多区東比恵2-7-1
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電気機器類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地
パナソニックＥＷエンジニアリング（株）九州支店 支店長 戸田　庄一 福岡市中央区薬院3-1-24

（株）ナイガイ 代表取締役 古財 琢磨 久留米市東合川6-4-52

（株）ジャノメ　福岡支店 支店長 平原　成二 福岡市早良区荒江3-15-2
（株）富士通ゼネラル　九州情報通信ネットワーク営業部 部長 小美濃　幹則 福岡市南区横手一丁目12番45号

ＥＭ田中 事業主 入部  巧 八女市鵜池301-15

（株）サンケン・エンジニアリング 代表取締役 筒　芳成 福岡市南区大楠二丁目13番7号

（株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井 義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株）九州支社 九州支社長 久保田　浩二 福岡市博多区博多駅前1-17-21

大和リース（株） 福岡支社 支社長 谷本　政樹 福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号

（株）菱熱 代表取締役社長 亀井　英次 福岡市博多区博多駅南1-8-13

千代田興産（株）本社営業統括部 本社営業統括部長 佐藤　俊秀 福岡市中央区白金2-5-16

ニシム電子工業（株）福岡支店 支店長 山﨑　信二 福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号

電’Ｓみやけ 三　宅　義　典 八女市本村103番地5

（株）高田電気 代表取締役 高田　秀康 八女市上陽町北川内15-6

九州システム産業（株） 代表取締役 古賀　兼文 筑後市大字中折地293-1

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

（資）柴尾電気商会 無限責任社員 柴尾　清成 八女市黒木町桑原83-1
（株）九州テン　システムソリューション事業本部 本部長 中尾　達郎 福岡市博多区博多駅前2-19-27

（有）橋村住設 代表取締役 橋村　賢二 八女市黒木町田本178-1
三菱電機プラントエンジニアリング（株）九州本部 執行役員九州本部長 平　隆則 福岡市博多区上牟田1-17-1

隔測計装（株） 代表取締役 鹿林 康男 福岡市南区寺塚1丁目28番5号

はやし電器 代表者 林  純 一 八女市黒木町桑原62-8

丸茂電機㈱　福岡営業所 所長 江森　清 福岡市中央区大名1-14-45

（株）山口電気 代表取締役 山口　正成 八女市星野村13092-7

第一警備保障（株）　久留米支社 支社長 前田　猛 久留米市東町4番9号

ジャトー（株）九州営業所 所長 濵口　直樹 福岡市博多区豊1-4-25

緒方通信（株） 代表取締役 緒方　則雄 八女市豊福66-1

ジョンソンコントロールズ㈱九州支店 支店長 内田 福岡市博多区冷泉町4-20島津博多ビル5F

㈱クマヒラ 九州支社 取締役支社長 秋庭　一郎 福岡市博多区中呉服町１番３号

ネットワーク（株） 代表取締役 黒田　英己 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町554-4

（株）にしけいセキュリティサービス 代表取締役 山口　浩一 福岡市博多区店屋町5-10

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

（株）熊本無線 代表取締役 古澤 貴生 熊本県熊本市中央区新町3丁目2番26号

（株）大塚商会　九州支店 支店長 瀧場　誠 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル8F

（有）立花電工 代表取締役 高木　剛正 八女市立花町北山408-1
（株）ジェイエスキューブ 第七営業本部 本部長 金子　潤二 福岡市博多区博多駅前4-4-15

（株）サンヨウ 代表取締役 新田　五常 小郡市古飯764番地1

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14

ステージプロダクション（株） 代表取締役 荒川　暢嘉 八女市祈祷院219番地6

（株）牟田商会 代表取締役 牟田　利弘 筑後市大字和泉185番地3

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

ＮＥＣフィールディング（株）筑後佐賀支店 筑後佐賀支店長 加来　誠 佐賀市駅前中央一丁目9番38号

（株）ファースト　春日支店 支店長 窪山　慎太郎 春日市大谷9丁目57番地

（有）アガリシステムサービス 代表取締役 上里　祐次郎 広島県広島市東区牛田新町四丁目8-13

シャープマーケティングジャパン（株） 取締役 美甘　將雄 大阪府大阪市平野区加美南3丁目8番25号

（株）サン電工社 代表取締役 土井　隆太郎 福岡市中央区鳥飼二丁目6番51号

（株）関家具大川本店 代表取締役 関　文彦 大川市幡保172番地3

（株）セイエイ 代表取締役 滑石　修 北九州市八幡西区楠橋南1丁目1-5

（株）ＦＯＲＴＨ 代表取締役 服部　修平 八女市本町1-244-2

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通２丁目４番８号

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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通信機器類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）筑邦トーハツ商会 代表取締役 桐岡　康彦 久留米市野中町417-6

日本電気（株）　九州支社 支社長 入佐　健一 福岡市中央区天神一丁目１０番２０号

九有電子工業㈱ 代表取締役 末　廣　浩　一 福岡市早良区田隈2丁目24番17号

西日本電信電話（株）九州支店 執行役員九州支店長 梶原　全裕 福岡市博多区博多駅東3-2-28

東芝インフラシステムズ（株）九州支社 支社長 村田　茂 福岡市中央区長浜二丁目４番１号

（株）ナイガイ 代表取締役 古財 琢磨 久留米市東合川6-4-52
（株）富士通ゼネラル　九州情報通信ネットワーク営業部 部長 小美濃　幹則 福岡市南区横手一丁目12番45号

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

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

情報機器エンジニアリング（株） 代表取締役社長 宮﨑 博永 福岡市博多区中呉服町5番14号

（株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 福岡県福岡市中央区六本松2-12-19

（株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井 義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12

（株）倉重ポンプ商会 代表取締役 倉重　功 久留米市梅満町136番地の5
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株）九州支社 九州支社長 久保田　浩二 福岡市博多区博多駅前1-17-21

フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王一丁目15番8号

日本無線（株）九州支社 支社長 鈴木　工 福岡市博多区綱場町4-1

扶桑電通（株）九州支店 執行役員支店長 尾崎　圭吾 福岡市博多区博多駅前1-18-7

ニシム電子工業（株）福岡支店 支店長 山﨑　信二 福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号

エコー電子工業(株）本社 本社責任者 守　正幸 福岡市博多区東比恵3-1-2

（株）高田電気 代表取締役 高田　秀康 八女市上陽町北川内15-6
ヤマハサウンドシステム（株）福岡営業所 所長 青井　隆昌 福岡市博多区博多駅前3丁目28番3号

福岡安全センター（株） 代表取締役 内　山　守　太 福岡市中央区天神3-11-1

九州システム産業（株） 代表取締役 古賀　兼文 筑後市大字中折地293-1

日興通信（株）九州支社 九州支社長 鈴木　祥吾 福岡市博多区御供所町１－１西鉄祇園ﾋﾞﾙ

現場ソリューションカンパニー九州社 九州社社長 古賀　司郎 福岡市博多区上呉服町10-1

（資）柴尾電気商会 無限責任社員 柴尾　清成 八女市黒木町桑原83-1
（株）九州テン　システムソリューション事業本部 本部長 中尾　達郎 福岡市博多区博多駅前2-19-27
三菱電機プラントエンジニアリング（株）九州本部 執行役員九州本部長 平　隆則 福岡市博多区上牟田1-17-1

隔測計装（株） 代表取締役 鹿林 康男 福岡市南区寺塚1丁目28番5号

はやし電器 代表者 林  純 一 八女市黒木町桑原62-8

（株）山口電気 代表取締役 山口　正成 八女市星野村13092-7

（株）消防防災 代表取締役 成良 仁志 福岡市博多区浦田2丁目1番8号

ジャトー（株）九州営業所 所長 濵口　直樹 福岡市博多区豊1-4-25

緒方通信（株） 代表取締役 緒方　則雄 八女市豊福66-1

（株）ＱＴｎｅｔ 代表取締役　社長執行役員 岩﨑　和人 福岡市中央区天神1丁目12番20号

（株）ＮＨＫテクノロジーズ　福岡総支社 総支社長 加藤　剛 福岡市中央区六本松1-1-10

ネットワーク（株） 代表取締役 黒田　英己 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町554-4

（株）日本電子 代表取締役 梅本　享祐 福岡市南区折立町5-59

周南マリコム（株） 代表取締役 堀  学明 山口県周南市入船町2-3

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

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

（株）NTTドコモ　九州支社 執行役員九州支社長 根本　浩二 福岡市中央区渡辺通二丁目6番1号

（株）キューオキ 代表取締役社長 廣島　将登 福岡市南区井尻4-28-18

（株）イーエムトラスト 代表取締役 水元　薫 長崎市城山台1-42-11

（株）熊本無線 代表取締役 古澤 貴生 熊本県熊本市中央区新町3丁目2番26号

大栄電通㈱ 代表取締役 大森 康一郎 久留米市長門石2丁目2-23

（株）大塚商会　九州支店 支店長 瀧場　誠 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル8F

福岡芝浦電子（株） 代表取締役 藤原　與司 福岡市南区大橋1-2-19

（有）ゼネラル通信 代表取締役 木村 勝淑 熊本県熊本市東区江津1丁目15番48号

ミツイワ（株）営業本部 九州営業部 部長 渡辺　勝彦 福岡市中央区長浜1-4-6

旭陽電気（株） 代表取締役 田口　剛 福岡市博多区東比恵三丁目15-27

（株）九州日立システムズ 代表取締役社長 荒井　正純 福岡市博多区博多駅南二丁目12-22

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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通信機器類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

ＪＲＣシステムサービス（株）九州支店 支店長 坪内　潔 福岡市博多区綱場町4番1号
ＮＥＣフィールディング（株）筑後佐賀支店 筑後佐賀支店長 加来　誠 佐賀市駅前中央一丁目9番38号

ＳＢテクノロジー（株） 代表取締役 阿多　親市 東京都新宿区新宿六丁目27-30

富士通Ｊａｐａｎ（株）福岡支社 支社長 廣瀬　輝人 福岡市博多区東比恵1-5-13

（有）アガリシステムサービス 代表取締役 上里　祐次郎 広島県広島市東区牛田新町四丁目8-13

（株）あんしんサポート 代表取締役 古賀　功一 福岡市城南区飯倉1-6-25

（株）シナジー 代表取締役 下地　勝也 沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号3階

オムロンフィールドエンジニアリング（株）九州支店 九州支店長 川添　陽二 福岡市博多区東比恵2-7-1
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自動車 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

(有)福島オートセンター 代表取締役 矢野　敬広 八女市岩崎174番地7

（有）仁田原モータース 代表取締役 仁田原　生剛 八女市黒木町大淵3962番地
（株）レンタルのニッケン　久留米営業所 所長 神谷　盛寿 久留米市御井旗崎二丁目25番48号

カトウ自動車商会 代表 加藤　武昭 八女市黒木町本分1624-7

（株）ナカノ 代表取締役 中野  陽一 大分県中津市大字野依702-1

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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特殊自動車 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

(有)福島オートセンター 代表取締役 矢野　敬広 八女市岩崎174番地7

（有）筑邦トーハツ商会 代表取締役 桐岡　康彦 久留米市野中町417-6

ジーエム市原工業（株） 代表取締役 澤田　悦幸 福岡市中央区平尾3丁目17番6号

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

ＮＸ商事（株）福岡支店 支店長 緒方　俊恭 福岡市博多区下呉服町1-1

（株）福岡トーハツ 代表取締役 澤田　守雄 福岡市中央区平尾3-17-6

（株）倉重ポンプ商会 代表取締役 倉重　功 久留米市梅満町136番地の5

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

（株）消防防災 代表取締役 成良 仁志 福岡市博多区浦田2丁目1番8号

（株）モリタエコノス　福岡支店 支店長 有村　省造 大野城市瓦田4丁目4番30号

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

日本機械工業（株）　福岡営業所 所長 藤　計輝 福岡市南区大橋１丁目20番19号

（株）モリタ　福岡支店 支店長 谷口　裕和 福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須132番地1

（株）ハッセイ 代表取締役 樋口　和宏 北九州市八幡西区市瀬1-2-1

愛知ポンプ工業（株） 代表取締役 有馬　拓 福岡市中央区長浜2丁目3番40号

（株）中村商会 代表取締役 中村　司 久留米市国分町1415番地4

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

巣守金属工業（株） 代表取締役 巣守 佳之 広島市南区出島一丁目34番7号

山陽マーク（株）福岡製作所 所長 谷口　和文 福岡市東区和白2丁目5-30

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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消防・防災用品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）筑邦トーハツ商会 代表取締役 桐岡　康彦 久留米市野中町417-6
パナソニックＥＷエンジニアリング（株）九州支店 支店長 戸田　庄一 福岡市中央区薬院3-1-24

セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

ジーエム市原工業（株） 代表取締役 澤田　悦幸 福岡市中央区平尾3丁目17番6号

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

日本乾溜工業（株）久留米営業部 久留米営業部長 木ノ下　修一 久留米市山川沓形町1-45

（株）福岡トーハツ 代表取締役 澤田　守雄 福岡市中央区平尾3-17-6

（株）倉重ポンプ商会 代表取締役 倉重　功 久留米市梅満町136番地の5

（株）マツウラ 代表取締役 松浦　文人 柳川市三橋町江曲137-2

富士マイクロ（株）福岡支店 支店長 野村　正和 福岡市博多区諸岡2-12-38

牛島履物店 牛島　和久 八女市黒木町桑原64-1

（株）消防防災 代表取締役 成良 仁志 福岡市博多区浦田2丁目1番8号

第一警備保障（株）　久留米支社 支社長 前田　猛 久留米市東町4番9号

（株）十八防災システム 代表取締役 田中　信幸 久留米市長門石一丁目3番34号

角消防設備（株） 代表取締役 角  正司 久留米市通町10番地11

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

（株）にしけいセキュリティサービス 代表取締役 山口　浩一 福岡市博多区店屋町5-10

中央防災システム（株） 代表取締役 中山　拓 久留米市東合川7丁目1-21

双葉工業（株）久留米支店 支店長 髙倉　政代 久留米市藤山町1539-1

（株）熊本無線 代表取締役 古澤 貴生 熊本県熊本市中央区新町3丁目2番26号

ミドリ安全有明（株）久留米営業所 所長 上野　健一 久留米市合川町1569-2

（有）福屋 代表取締役 河村 昌一郎 久留米市東櫛原町1353

（株）東京法規出版 代表取締役 菅 国典 東京都文京区本駒込2-29-22
（株）ジェイエスキューブ 第七営業本部 本部長 金子　潤二 福岡市博多区博多駅前4-4-15

（株）モリタ　福岡支店 支店長 谷口　裕和 福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須132番地1

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14

（株）赤尾　福岡支店 取締役支店長 中川　伸二 福岡市博多区那珂3丁目11番20号

愛知ポンプ工業（株） 代表取締役 有馬　拓 福岡市中央区長浜2丁目3番40号

（株）中村商会 代表取締役 中村　司 久留米市国分町1415番地4

（株）ジャストタイム二十四 代表取締役 西藤　健太郎 福岡市東区松田一丁目10番16号

（株）和光薬品 代表取締役 小松　公秀 福岡市中央区六本松1-6-5

（株）サン電工社 代表取締役 土井　隆太郎 福岡市中央区鳥飼二丁目6番51号

ワールドウォーターバッグ（株） 代表取締役 中村　俊夫 大阪府大阪市東住吉区今川1-6-23

（株）あんしんサポート 代表取締役 古賀　功一 福岡市城南区飯倉1-6-25

高奉産業（株） 代表取締役 信國　悦郎 福岡市東区土井2丁目2番28号

（株）ミヨシ　福岡営業所 所長 賀屋　友徳 福岡市博多区博多駅南2丁目4番11号シティーコート中陽3F

（株）にしけい 代表取締役社長 大坪　潔晴 福岡市博多区店屋町5-10

（一社）日本家族計画協会 代表理事理事長 三橋　裕行 東京都新宿区市谷田町1-10保健会館新館

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通２丁目４番８号

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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ｽﾎﾟｰﾂ用品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）九州体育施設　福岡支店 福岡支店長 坂本　浩 福岡市博多区対馬小路1-1-3Ｆ

（有）高山製作所 代表取締役 高山　美喜男 柳川市大和町栄104番地

西日本体育施設（株） 代表取締役 今　村　正　男 筑後市大字野町767

（株）うえしまスポーツ 代表取締役 上島  登美子 八女市本町1番地62-1

福岡安全センター（株） 代表取締役 内　山　守　太 福岡市中央区天神3-11-1

牛島履物店 牛島　和久 八女市黒木町桑原64-1

コウフ・フィールド（株） 福岡支社 支社長 嶋村　裕介 みやま市瀬高町大江182-10

遊景産業（株） 代表取締役 佐田　直樹 福岡市南区警弥郷1丁目15番10号

（株）学映システム 久留米営業所 所長 松尾 雄一郎 久留米市東合川8丁目8番21号

（株）ミヨシ　福岡営業所 所長 賀屋　友徳 福岡市博多区博多駅南2丁目4番11号シティーコート中陽3F
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保育教材 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）高山製作所 代表取締役 高山　美喜男 柳川市大和町栄104番地

（株）内田洋行　九州支店 支店長 坂口　秀雄 福岡市中央区大名2-9-27

金剛（株）九州支店 支店長 伊集院　直親 福岡市博多区博多駅前2-20-15第7岡部ビル9Ｆ

（株）フレーベル館　福岡支社 支社長 長本　守 福岡市南区日佐四丁目33-18
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学校教材 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）伊藤尚文堂 代表取締役 伊藤　博之 八女市高塚253番地2

鹿野中原堂 代表 鹿野　哲夫 八女市吉田664-1

（有）高山製作所 代表取締役 高山　美喜男 柳川市大和町栄104番地

（株）ジャノメ　福岡支店 支店長 平原　成二 福岡市早良区荒江3-15-2

（株）うえしまスポーツ 代表取締役 上島  登美子 八女市本町1番地62-1

（株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地

日興通信（株）九州支社 九州支社長 鈴木　祥吾 福岡市博多区御供所町１－１西鉄祇園ﾋﾞﾙ

あんしん　ミシン 店長 松岡　宣道 福岡市博多区博多駅東1-1-33

（株）内田洋行　九州支店 支店長 坂口　秀雄 福岡市中央区大名2-9-27

（株）ヤヒメ教材 代表取締役 白石　義博 八女市本町2-477

丸善産業（株） 代表取締役 江﨑　善隆 柳川市糀屋町62
（株）ベネッセコーポレーション　小中学校事業部 部長 小柳　博崇 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビルディング

（株）学映システム 久留米営業所 所長 松尾 雄一郎 久留米市東合川8丁目8番21号

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

サウンドコスモ 代表 三井　光明 小郡市二森244-22
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遊具 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）九州体育施設　福岡支店 福岡支店長 坂本　浩 福岡市博多区対馬小路1-1-3Ｆ

（有）高山製作所 代表取締役 高山　美喜男 柳川市大和町栄104番地

日本乾溜工業（株）久留米営業部 久留米営業部長 木ノ下　修一 久留米市山川沓形町1-45

西日本体育施設（株） 代表取締役 今　村　正　男 筑後市大字野町767

（株）うえしまスポーツ 代表取締役 上島  登美子 八女市本町1番地62-1

金剛（株）九州支店 支店長 伊集院　直親 福岡市博多区博多駅前2-20-15第7岡部ビル9Ｆ

コウフ・フィールド（株） 福岡支社 支社長 嶋村　裕介 みやま市瀬高町大江182-10

遊景産業（株） 代表取締役 佐田　直樹 福岡市南区警弥郷1丁目15番10号

（株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城5丁目21-21
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学校家具 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）サカイ文具店 代表取締役 酒井　理喜 八女市本町532番地

（株）伊藤尚文堂 代表取締役 伊藤　博之 八女市高塚253番地2

鹿野中原堂 代表 鹿野　哲夫 八女市吉田664-1

（有）高山製作所 代表取締役 高山　美喜男 柳川市大和町栄104番地

（株）図書館流通センター 代表取締役 谷一　文子 東京都文京区大塚三丁目1番1号

（有）田中文具店　八女支店 代表取締役 黒岩　隆憲 八女市本村894-2

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

丸善産業（株） 代表取締役 江﨑　善隆 柳川市糀屋町62

金剛（株）九州支店 支店長 伊集院　直親 福岡市博多区博多駅前2-20-15第7岡部ビル9Ｆ

（株）カジワラ商事 代表取締役 梶原　教義 朝倉市甘木187-2

（株）かがし屋　久留米支店 支店長 緒方　正行 久留米市荒木町白口1804

ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号

（株）モロインテリア 代表取締役 諸林　秀一 みやま市瀬高町松田33

（株）関家具大川本店 代表取締役 関　文彦 大川市幡保172番地3
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楽器・音楽出版物 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

ＥＭ田中 事業主 入部  巧 八女市鵜池301-15

（株）木下楽器店 代表取締役 木下　雅之 久留米市天神町131-2

（株）ヤヒメ教材 代表取締役 白石　義博 八女市本町2-477

ステージプロダクション（株） 代表取締役 荒川　暢嘉 八女市祈祷院219番地6

サウンドコスモ 代表 三井　光明 小郡市二森244-22
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図書 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）ゼンリン 福岡営業所 所長 緒方　賢一 福岡市博多区住吉4丁目1番5号

（株）図書館流通センター 代表取締役 谷一　文子 東京都文京区大塚三丁目1番1号

富士マイクロ（株）福岡支店 支店長 野村　正和 福岡市博多区諸岡2-12-38

（株）現代けんこう出版 代表取締役 中野　茂季 東京都墨田区両国一丁目12番8号

（株）ヤヒメ教材 代表取締役 白石　義博 八女市本町2-477

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

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

（株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号日東九段ビル6階

アジア航測（株）福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号八百治センタービル

（株）東京法規出版 代表取締役 菅 国典 東京都文京区本駒込2-29-22

（株）ウェルクル　九州・中国支部 九州・中国支部長 髙田　幸治 福岡市博多区博多駅東1丁目14-25新幹線ビル2号館7階

第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 東京都港区南青山二丁目11番17号

（株）藤本コーポレーション　九州支社 九州支社長 川﨑　恭敬 福岡市中央区赤坂1丁目12-15読売福岡ビル9F

（一社）日本家族計画協会 代表理事理事長 三橋　裕行 東京都新宿区市谷田町1-10保健会館新館

（株）社会保険出版社 代表取締役 髙本　哲史 東京都千代田区神田猿楽町1-5-18
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手芸用品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）ジャノメ　福岡支店 支店長 平原　成二 福岡市早良区荒江3-15-2

あんしん　ミシン 店長 松岡　宣道 福岡市博多区博多駅東1-1-33
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日用雑貨類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地
アルフォーインターナショナル（株）　九州支店 支店長 長尾　和美 福岡市中央区天神2丁目14番8号

（株）古賀軍太商店 代表取締役 古賀 克己 うきは市浮羽町浮羽47番地の2

メディアインターナショナル（株） 代表取締役 江口　揚 福岡市博多区博多駅東1－1－33はかた近代ビル2F

（株）牟田商会 代表取締役 牟田　利弘 筑後市大字和泉185番地3

（株）和光薬品 代表取締役 小松　公秀 福岡市中央区六本松1-6-5

西部化成工業（株） 代表取締役 井上　勉 福岡市博多区東比恵3丁目14番8号

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通２丁目４番８号
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包装資材類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

坂田紙工（株） 代表取締役社長 坂田　徳治 八女市新庄397番地

島本陸男商店 代表 黒田　真理 福岡県八女市新庄1240番地

ＮＸ商事（株）福岡支店 支店長 緒方　俊恭 福岡市博多区下呉服町1-1
アルフォーインターナショナル（株）　九州支店 支店長 長尾　和美 福岡市中央区天神2丁目14番8号

（株）古賀軍太商店 代表取締役 古賀 克己 うきは市浮羽町浮羽47番地の2

（株）アラキ 代表取締役 松岡　良幸 久留米市荒木町荒木1964番地の15

メディアインターナショナル（株） 代表取締役 江口　揚 福岡市博多区博多駅東1－1－33はかた近代ビル2F

（株）ジャストタイム二十四 代表取締役 西藤　健太郎 福岡市東区松田一丁目10番16号

西部化成工業（株） 代表取締役 井上　勉 福岡市博多区東比恵3丁目14番8号
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指定ｺﾞﾐ袋 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

坂田紙工（株） 代表取締役社長 坂田　徳治 八女市新庄397番地

島本陸男商店 代表 黒田　真理 福岡県八女市新庄1240番地

ヨシタケＴＳ（株） 代表取締役 吉武　昭三 福岡市南区的場二丁目22番20号
アルフォーインターナショナル（株）　九州支店 支店長 長尾　和美 福岡市中央区天神2丁目14番8号
エア・ウォーター・マテリアル㈱ 福岡事務所 所長 梶山　茂典 福岡市博多区上呉服町10-1

野瀬産業（株） 代表取締役 野瀬　秀一 大牟田市倉永1588-1

メディアインターナショナル（株） 代表取締役 江口　揚 福岡市博多区博多駅東1－1－33はかた近代ビル2F

（株）ジャストタイム二十四 代表取締役 西藤　健太郎 福岡市東区松田一丁目10番16号

（株）モロフジ 代表取締役 諸藤　俊郎 筑紫野市武蔵3丁目2-18

（株）藤本コーポレーション　九州支社 九州支社長 川﨑　恭敬 福岡市中央区赤坂1丁目12-15読売福岡ビル9F

（株）テライ 取締役 小川　隆博 大阪府大阪市東淀川区上新庄1丁目2番7号

西部化成工業（株） 代表取締役 井上　勉 福岡市博多区東比恵3丁目14番8号

（株）タキ商店 代表取締役 瀧　正明 大阪府守口市金田町三丁目24番8号
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衣料品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

福岡グリーン産業（有） 代表取締役社長 大石　貴光 八女市室岡294-5

（株）うえしまスポーツ 代表取締役 上島  登美子 八女市本町1番地62-1

牛島履物店 牛島　和久 八女市黒木町桑原64-1

（株）古賀軍太商店 代表取締役 古賀 克己 うきは市浮羽町浮羽47番地の2

ミドリ安全有明（株）久留米営業所 所長 上野　健一 久留米市合川町1569-2

（有）はらだ折箱店 代表取締役 原田　祐輔 八女市本町395番地
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記念品類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）うえしまスポーツ 代表取締役 上島  登美子 八女市本町1番地62-1

フナツふとん店・サラダ館黒木店 代表 船津　雅義 八女市黒木町本分989-5

（株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号日東九段ビル6階

（株）東京法規出版 代表取締役 菅 国典 東京都文京区本駒込2-29-22
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内装用品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）サンケン・エンジニアリング 代表取締役 筒　芳成 福岡市南区大楠二丁目13番7号

（株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地

三精テクノロジーズ（株）九州営業所 所長 兒玉　秀隆 福岡市中央区天神四丁目1番37号

フナツふとん店・サラダ館黒木店 代表 船津　雅義 八女市黒木町本分989-5

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

金剛（株）九州支店 支店長 伊集院　直親 福岡市博多区博多駅前2-20-15第7岡部ビル9Ｆ

（株）カジワラ商事 代表取締役 梶原　教義 朝倉市甘木187-2

（株）ツカサ創研 福岡本店 店長 坂田 誠一 福岡市中央区今泉1丁目12-8天神QRビル6階

（株）かがし屋　久留米支店 支店長 緒方　正行 久留米市荒木町白口1804

（株）モロインテリア 代表取締役 諸林　秀一 みやま市瀬高町松田33

三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目15番26号

三精工事サービス（株）九州支店 支店長 藤田　満 福岡市博多区博多駅南4丁目8番21号

（株）関家具大川本店 代表取締役 関　文彦 大川市幡保172番地3
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厨房機器 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）アイホー　九州支店 支店長 村田　典之 福岡市博多区板付6丁目5-2

ＥＭ田中 事業主 入部  巧 八女市鵜池301-15
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 所長 中村　康治 福岡県久留米市東櫛原町1042-3

電’Ｓみやけ 三　宅　義　典 八女市本村103番地5

（有）角屋 代表取締役 小川　忠司 八女市上陽町北川内193番地1

（株）マルゼン　久留米営業所 久留米営業所 所長 相原　一貴 久留米市上津町2391-4

（株）中西製作所　九州支店 支店長 小谷　雅人 福岡市博多区博多駅南5-9-24

（有）橋村住設 代表取締役 橋村　賢二 八女市黒木町田本178-1

（株）古賀軍太商店 代表取締役 古賀 克己 うきは市浮羽町浮羽47番地の2

サンキュウ（株） 代表取締役 佐東　孝子 福岡市博多区諸岡3-35-13

王子テック（株） 代表取締役 野瀬　秀弘 福岡市早良区次郎丸6-5-8

（株）フジマック　福岡営業部 部長 松浦　泰彦 福岡市博多区住吉4-13-7

（有）はらだ折箱店 代表取締役 原田　祐輔 八女市本町395番地

太平調理機（株） 代表取締役 平山　操 福岡市博多区昭南町3-1-13-105

日本調理機（株）　九州支店 支店長 今古賀　達生 大野城市瓦田4-15-30
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ｶﾞｽ器材 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）アイホー　九州支店 支店長 村田　典之 福岡市博多区板付6丁目5-2

（有）井手プロパン商会 代表取締役 甲斐田　英明 八女市大島230-2
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 所長 中村　康治 福岡県久留米市東櫛原町1042-3

（株）中西製作所　九州支店 支店長 小谷　雅人 福岡市博多区博多駅南5-9-24

（有）橋村住設 代表取締役 橋村　賢二 八女市黒木町田本178-1

サンキュウ（株） 代表取締役 佐東　孝子 福岡市博多区諸岡3-35-13

（株）フジマック　福岡営業部 部長 松浦　泰彦 福岡市博多区住吉4-13-7
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水道器材 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

浅野アタカ（株）九州支店 支店長 古賀　秀一 福岡市中央区白金二丁目11番9

（株）ニッコク九州支店 支店長 伊藤　公一 福岡市東区香椎駅前2-9-24

（有）井手プロパン商会 代表取締役 甲斐田　英明 八女市大島230-2

（株）横手技研 代表取締役 川島　輝行 福岡市東区香椎駅前二丁目4番8号

日本原料（株） 九州営業所 所長 野口 康一 福岡市博多区博多駅東1丁目14-34

（有）立花電工 代表取締役 高木　剛正 八女市立花町北山408-1

（株）牟田商会 代表取締役 牟田　利弘 筑後市大字和泉185番地3

松本興産（株） 代表取締役 松本　国彦 福岡市東区千早6-5-7

西部化成工業（株） 代表取締役 井上　勉 福岡市博多区東比恵3丁目14番8号
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医薬品類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

樋口薬品工業（株） 代表取締役 樋口　哲也 福岡市南区的場2-25-11

日本乾溜工業（株）久留米営業部 久留米営業部長 木ノ下　修一 久留米市山川沓形町1-45

ヨシタケＴＳ（株） 代表取締役 吉武　昭三 福岡市南区的場二丁目22番20号

（株）アトル 筑後営業部 営業部長 釜堀　善和 久留米市山川神代1-10-18

（株）アステム　佐賀筑後営業部 営業部長 永山　亮浩 久留米市宮ノ陣三丁目7番60号

野瀬産業（株） 代表取締役 野瀬　秀一 大牟田市倉永1588-1

（株）アラキ 代表取締役 松岡　良幸 久留米市荒木町荒木1964番地の15

（株）水機テクノス 九州支店 支店長 宮﨑　龍一 福岡市博多区吉塚1-27-17

（有）福屋 代表取締役 河村 昌一郎 久留米市東櫛原町1353

サイブ（株） 代表取締役 上田　和憲 福岡市城南区梅林2-11-14

（株）和光薬品 代表取締役 小松　公秀 福岡市中央区六本松1-6-5

松本興産（株） 代表取締役 松本　国彦 福岡市東区千早6-5-7
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工学・環境薬品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

樋口薬品工業（株） 代表取締役 樋口　哲也 福岡市南区的場2-25-11

オガワ水管理工業（株） 代表取締役 小川　嘉朗 朝倉市馬田字中原3696番地
㈱ウォーターエージェンシー 九州北オペレーションセンター センター長 作田　信隆 大牟田市大字草木1168-1

宝燃料工業（株） 代表取締役 川野　智紀 福岡市南区大橋2丁目11-16岩井ビル201号

西戸崎興産（株） 代表取締役社長 坂本 博志 福岡市東区大岳2丁目１番１号
エア・ウォーター・マテリアル㈱ 福岡事務所 所長 梶山　茂典 福岡市博多区上呉服町10-1

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

タイキ薬品工業（株） 代表取締役 三宅　孝一 福岡市東区東浜一丁目9番4号

電協産業（株） 代表取締役 日野　哲雄 北九州市戸畑区中原東四丁目2番1号

ＪＦＥ環境テクノロジー（株）九州支店 支店長 青鹿　松一 大牟田市小浜町1丁目2番地の1

（株）アイワ　福岡営業所 所長 立野　治樹 福岡市南区柳瀬二丁目3-2

野瀬産業（株） 代表取締役 野瀬　秀一 大牟田市倉永1588-1

ドリコ（株）環境薬剤部 環境薬剤部長 平山　雄策 静岡県富士市鮫島2-1旭化成㈱富士支社内

正晃（株）　久留米営業所 所長 梶原　正活 久留米市山川沓形町3番30号

（株）横手技研 代表取締役 川島　輝行 福岡市東区香椎駅前二丁目4番8号

日本原料（株） 九州営業所 所長 野口 康一 福岡市博多区博多駅東1丁目14-34

ゼオライト㈱ 代表取締役社長 嶋村　謙志 福岡市博多区那珂5-1-11

サイブ（株） 代表取締役 上田　和憲 福岡市城南区梅林2-11-14

森山産業（株） 代表取締役 坂田　晴彦 久留米市三瀦町西牟田6169-2

（株）和光薬品 代表取締役 小松　公秀 福岡市中央区六本松1-6-5
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医療・介護器材 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）筑邦トーハツ商会 代表取締役 桐岡　康彦 久留米市野中町417-6

セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

ヨシタケＴＳ（株） 代表取締役 吉武　昭三 福岡市南区的場二丁目22番20号

（株）倉重ポンプ商会 代表取締役 倉重　功 久留米市梅満町136番地の5

（株）アトル 筑後営業部 営業部長 釜堀　善和 久留米市山川神代1-10-18

福岡安全センター（株） 代表取締役 内　山　守　太 福岡市中央区天神3-11-1

（株）アステム　佐賀筑後営業部 営業部長 永山　亮浩 久留米市宮ノ陣三丁目7番60号

ムラタ・メディカル 村田　孝次 久留米市西町133-1久留米西町ペルル805

正晃（株）　久留米営業所 所長 梶原　正活 久留米市山川沓形町3番30号

サンキュウ（株） 代表取締役 佐東　孝子 福岡市博多区諸岡3-35-13

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

㈱セラビ　福岡支店 支店長 森　健太郎 福岡県福岡市博多区豊1丁目4番30号

（有）福屋 代表取締役 河村 昌一郎 久留米市東櫛原町1353

（株）東京法規出版 代表取締役 菅 国典 東京都文京区本駒込2-29-22

日本電子応用（株） 代表取締役 町田　功 東京都江戸川区東小松川4-36-5

（株）ウェルクル　九州・中国支部 九州・中国支部長 髙田　幸治 福岡市博多区博多駅東1丁目14-25新幹線ビル2号館7階

サイブ（株） 代表取締役 上田　和憲 福岡市城南区梅林2-11-14

富士通Ｊａｐａｎ（株）福岡支社 支社長 廣瀬　輝人 福岡市博多区東比恵1-5-13

（株）和光薬品 代表取締役 小松　公秀 福岡市中央区六本松1-6-5

松本興産（株） 代表取締役 松本　国彦 福岡市東区千早6-5-7

（株）関家具大川本店 代表取締役 関　文彦 大川市幡保172番地3

（株）ミヨシ　福岡営業所 所長 賀屋　友徳 福岡市博多区博多駅南2丁目4番11号シティーコート中陽3F

（株）にしけい 代表取締役社長 大坪　潔晴 福岡市博多区店屋町5-10

（一社）日本家族計画協会 代表理事理事長 三橋　裕行 東京都新宿区市谷田町1-10保健会館新館

オムロンフィールドエンジニアリング（株）九州支店 九州支店長 川添　陽二 福岡市博多区東比恵2-7-1
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燃料類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）井手プロパン商会 代表取締役 甲斐田　英明 八女市大島230-2

ＮＸ商事（株）福岡支店 支店長 緒方　俊恭 福岡市博多区下呉服町1-1

セントラル(株) 代表取締役 大塚　泰三 八女市蒲原160番地1
（有）松木石油店　オレンジロード津江給油所 店長 伊藤  勲 八女市津江408-3

（有）角屋 代表取締役 小川　忠司 八女市上陽町北川内193番地1

（有）橋村住設 代表取締役 橋村　賢二 八女市黒木町田本178-1

ＪＦＥ環境テクノロジー（株）九州支店 支店長 青鹿　松一 大牟田市小浜町1丁目2番地の1

野瀬産業（株） 代表取締役 野瀬　秀一 大牟田市倉永1588-1

牛島石油（株） 代表取締役 牛島　康博 八女市納楚707-1

（株）ホープ 代表取締役 時津 孝康 福岡市中央区薬院1-14-5　MG薬院ビル

（株）平川燃料 代表取締役社長 平川　一幸 大牟田市草木998-1
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園芸用品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

コウフ・フィールド（株） 福岡支社 支社長 嶋村　裕介 みやま市瀬高町大江182-10

（株）クリーン発酵九州 代表取締役 坪井　敏 熊本県荒尾市大島1738番2

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

37 / 51 ページ



看板類 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）東兄弟 代表取締役 東  健一郎 八女市祈祷院563番地

ハイカラ堂 事業主 金川　三春 八女市津江586番地5

橋爪印刷 代表者 橋爪　哲也 八女市吉田1899番地1

日本乾溜工業（株）久留米営業部 久留米営業部長 木ノ下　修一 久留米市山川沓形町1-45

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

西日本地図出版（株） 代表取締役 川﨑  誠 福岡市南区大楠2丁目8番13号

（株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地

クリンテック（株） 代表取締役 奥薗　眞智子 福岡市南区野間2丁目11-1-301

丸菱航業（株） 代表取締役 首藤 英雄 北九州市小倉北区昭和町13番7号

（株）アラキ 代表取締役 松岡　良幸 久留米市荒木町荒木1964番地の15

プリントハウス八女 代表 三宅　雅幸 八女市室岡120-24

メディアインターナショナル（株） 代表取締役 江口　揚 福岡市博多区博多駅東1－1－33はかた近代ビル2F

双葉工業（株）久留米支店 支店長 髙倉　政代 久留米市藤山町1539-1

ヒリュー装美（株） 久留米支店 支店長 緒方 啓二 久留米市御井旗崎1丁目6-14

グローリー（株）　九州支店 支店長 森田　邦宏 福岡市博多区東比恵3-23-13

山陽マーク（株）福岡製作所 所長 谷口　和文 福岡市東区和白2丁目5-30

ミドリ安全有明（株）久留米営業所 所長 上野　健一 久留米市合川町1569-2

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

（株）ツカサ創研 福岡本店 店長 坂田 誠一 福岡市中央区今泉1丁目12-8天神QRビル6階

長田広告（株） 代表取締役 長田 一郎 愛知県津島市東柳原町五丁目5番地1

（株）牟田商会 代表取締役 牟田　利弘 筑後市大字和泉185番地3

（株）インテックス福岡 代表取締役 内田　信康 福岡市博多区東那珂1丁目15番1号

山口産業（株）八女営業所 所長 中島　真美 八女市稲富137-1

（株）サン電工社 代表取締役 土井　隆太郎 福岡市中央区鳥飼二丁目6番51号

（株）トータルメディア開発研究所 代表取締役 山村　健一郎 東京都千代田区紀尾井町3番23号
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建設資材 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

三洋道路（株） 代表取締役 下川　和幸 八女市稲富434-1

（有）甲斐田組 代表取締役 甲斐田　由吏加 八女市矢原267

（株）桐明組 代表取締役 桐明　和広 八女市柳島92-1

下川建設（株） 代表取締役 下川　義弘 八女市稲富646

大坪建設（株） 代表取締役 大坪　達史 八女市蒲原1363番地

山王（株）福岡営業所 営業所長 福岡　将之 福岡市博多区吉塚2丁目-3-23吉塚ＡＧビル7号館308号室

日本乾溜工業（株）久留米営業部 久留米営業部長 木ノ下　修一 久留米市山川沓形町1-45

西戸崎興産（株） 代表取締役社長 坂本 博志 福岡市東区大岳2丁目１番１号

（株）ケイエス 代表取締役 新原　一平 北九州市小倉北区赤坂海岸9-8

（株）西部保安　久留米支店 支店長 奥畑　秀治 久留米市北野町中3079番2

コウフ・フィールド（株） 福岡支社 支社長 嶋村　裕介 みやま市瀬高町大江182-10

（株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸3-50-20

ニチレキ（株）九州支店 支店長 長澤　勇 福岡市東区香椎浜ふ頭2-3-17

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

高奉産業（株） 代表取締役 信國　悦郎 福岡市東区土井2丁目2番28号

松本興産（株） 代表取締役 松本　国彦 福岡市東区千早6-5-7
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建設機器 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）三晃建設 代表取締役 井手口　良文 八女市馬場41-3
（株）レンタルのニッケン　久留米営業所 所長 神谷　盛寿 久留米市御井旗崎二丁目25番48号

八女ヤンマー建機（株） 代表取締役社長 服部　大志 八女市大篭45-1

（株）ナカノ 代表取締役 中野  陽一 大分県中津市大字野依702-1

渡辺重機（株） 代表取締役 江﨑 博至 八女郡広川町大字日吉字野路1437-5
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一般機器 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

浅野アタカ（株）九州支店 支店長 古賀　秀一 福岡市中央区白金二丁目11番9

東芝インフラシステムズ（株）九州支社 支社長 村田　茂 福岡市中央区長浜二丁目４番１号

オガワ水管理工業（株） 代表取締役 小川　嘉朗 朝倉市馬田字中原3696番地
ヤンマーエネルギーシステム（株）福岡支店 支店長 細　博明 福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5

千代田興産（株）本社営業統括部 本社営業統括部長 佐藤　俊秀 福岡市中央区白金2-5-16

電’Ｓみやけ 三　宅　義　典 八女市本村103番地5
新明和アクアテクサービス㈱ 九州センター 所長 出口　恒二 福岡市博多区半道橋1-2-1

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

（資）柴尾電気商会 無限責任社員 柴尾　清成 八女市黒木町桑原83-1

電協産業（株） 代表取締役 日野　哲雄 北九州市戸畑区中原東四丁目2番1号

ＪＦＥ環境テクノロジー（株）九州支店 支店長 青鹿　松一 大牟田市小浜町1丁目2番地の1
（株）レンタルのニッケン　久留米営業所 所長 神谷　盛寿 久留米市御井旗崎二丁目25番48号

（株）エース・ウォーター 代表取締役 川島　潤一郎 福岡市博多区上呉服町1番8号北九州銀行呉服町ビル

八女ヤンマー建機（株） 代表取締役社長 服部　大志 八女市大篭45-1

光伸（株）福岡営業所 所長 西原　大祐 福岡市博多区博多駅南4丁目2-10南近代ビル

三菱農機販売（株）黒木営業所 黒木営業所長 竹下　克之 八女市黒木町本分900-3

（株）水機テクノス 九州支店 支店長 宮﨑　龍一 福岡市博多区吉塚1-27-17

日本原料（株） 九州営業所 所長 野口 康一 福岡市博多区博多駅東1丁目14-34

渡辺重機（株） 代表取締役 江﨑 博至 八女郡広川町大字日吉字野路1437-5

ゼオライト㈱ 代表取締役社長 嶋村　謙志 福岡市博多区那珂5-1-11

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14

（株）牟田商会 代表取締役 牟田　利弘 筑後市大字和泉185番地3

愛知ポンプ工業（株） 代表取締役 有馬　拓 福岡市中央区長浜2丁目3番40号

（有）アガリシステムサービス 代表取締役 上里　祐次郎 広島県広島市東区牛田新町四丁目8-13

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

41 / 51 ページ



理化学・光学機器 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

ニシム電子工業（株）福岡支店 支店長 山﨑　信二 福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号

野瀬産業（株） 代表取締役 野瀬　秀一 大牟田市倉永1588-1

(有)サンロック 代表取締役 岩元　みづえ 鹿児島県垂水市浜平1805番地5

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

ムラタ・メディカル 村田　孝次 久留米市西町133-1久留米西町ペルル805

正晃（株）　久留米営業所 所長 梶原　正活 久留米市山川沓形町3番30号

（株）NTTドコモ　九州支社 執行役員九州支社長 根本　浩二 福岡市中央区渡辺通二丁目6番1号

（有）とみた　福岡店 支配人 冨田　宜邦 大野城市御笠川2-1-12

（株）西村製作所 代表取締役 西村　光史 京都府京都市南区上鳥羽尻切町10-3

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14

サイブ（株） 代表取締役 上田　和憲 福岡市城南区梅林2-11-14

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

（株）にしけい 代表取締役社長 大坪　潔晴 福岡市博多区店屋町5-10
オムロンフィールドエンジニアリング（株）九州支店 九州支店長 川添　陽二 福岡市博多区東比恵2-7-1
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不要品回収 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）紙資源　八女営業所 取締役専務 大津　実 八女市津江1175-1

（有）大津紙源 代表取締役 大津　康裕 八女市津江226番地5

ＮＸ商事（株）福岡支店 支店長 緒方　俊恭 福岡市博多区下呉服町1-1
（有）松木石油店　オレンジロード津江給油所 店長 伊藤  勲 八女市津江408-3

（株）フジックス 代表取締役 深川　孝 朝倉市中原143-1
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環境保全商品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

島本陸男商店 代表 黒田　真理 福岡県八女市新庄1240番地

ヨシタケＴＳ（株） 代表取締役 吉武　昭三 福岡市南区的場二丁目22番20号

（株）倉重ポンプ商会 代表取締役 倉重　功 久留米市梅満町136番地の5

（株）マルゼン　久留米営業所 久留米営業所 所長 相原　一貴 久留米市上津町2391-4

タイキ薬品工業（株） 代表取締役 三宅　孝一 福岡市東区東浜一丁目9番4号

（株）エース・ウォーター 代表取締役 川島　潤一郎 福岡市博多区上呉服町1番8号北九州銀行呉服町ビル

（株）古賀軍太商店 代表取締役 古賀 克己 うきは市浮羽町浮羽47番地の2

（株）アラキ 代表取締役 松岡　良幸 久留米市荒木町荒木1964番地の15

ミドリ安全有明（株）久留米営業所 所長 上野　健一 久留米市合川町1569-2

西部化成工業（株） 代表取締役 井上　勉 福岡市博多区東比恵3丁目14番8号
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鉄鋼製品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

ＪＦＥ環境テクノロジー（株）九州支店 支店長 青鹿　松一 大牟田市小浜町1丁目2番地の1

溝田農材（株）八女支店 八女支店長 式　重行 八女市馬場259
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放送・音響等機器 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

九有電子工業㈱ 代表取締役 末　廣　浩　一 福岡市早良区田隈2丁目24番17号
パナソニックＥＷエンジニアリング（株）九州支店 支店長 戸田　庄一 福岡市中央区薬院3-1-24

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

ＥＭ田中 事業主 入部  巧 八女市鵜池301-15

（株）サンケン・エンジニアリング 代表取締役 筒　芳成 福岡市南区大楠二丁目13番7号

フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王一丁目15番8号

電’Ｓみやけ 三　宅　義　典 八女市本村103番地5

エコー電子工業(株）本社 本社責任者 守　正幸 福岡市博多区東比恵3-1-2
ヤマハサウンドシステム（株）福岡営業所 所長 青井　隆昌 福岡市博多区博多駅前3丁目28番3号

九州システム産業（株） 代表取締役 古賀　兼文 筑後市大字中折地293-1

現場ソリューションカンパニー九州社 九州社社長 古賀　司郎 福岡市博多区上呉服町10-1

（資）柴尾電気商会 無限責任社員 柴尾　清成 八女市黒木町桑原83-1

（株）山口電気 代表取締役 山口　正成 八女市星野村13092-7

ジャトー（株）九州営業所 所長 濵口　直樹 福岡市博多区豊1-4-25

ネットワーク（株） 代表取締役 黒田　英己 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町554-4

（株）会議録研究所 代表取締役 小池　好子 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４

（株）キューオキ 代表取締役社長 廣島　将登 福岡市南区井尻4-28-18

ヒリュー装美（株） 久留米支店 支店長 緒方 啓二 久留米市御井旗崎1丁目6-14

神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号

（株）議事録発行センター 代表取締役 友野　泰志 岡山県岡山市北区高柳西町1-23

ステージプロダクション（株） 代表取締役 荒川　暢嘉 八女市祈祷院219番地6

ＪＲＣシステムサービス（株）九州支店 支店長 坪内　潔 福岡市博多区綱場町4番1号

アドバンス（株） 代表取締役 山下　みどり 福岡市東区松島5-16-1

（株）ＦＯＲＴＨ 代表取締役 服部　修平 八女市本町1-244-2
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物品ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）サカイ文具店 代表取締役 酒井　理喜 八女市本町532番地

(有)福島オートセンター 代表取締役 矢野　敬広 八女市岩崎174番地7

国際航業（株）　福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号

セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

大成ジオテック（株）八女営業所 所長 森田　謙信 八女市上陽町北川内550-3

朝日航洋（株）　福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東3-12-1

ＦⅬＣＳ株式会社九州支店 支店長 阿部　泰朋 福岡市博多区東比恵三丁目1番2号

㈱パスコ　福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵3-5-2
富士電機ＩＴソリューション（株）福岡支店 支店長 三島　清治 福岡市博多区店屋町5-18

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

九州自動車リース（株） 代表取締役 近藤　博文 福岡市博多区東光寺町一丁目2番7号

（株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 福岡県福岡市中央区六本松2-12-19

オリエントハウス（株）　福岡支店 支店長 福田　克己 福岡市南区弥永2-8-10

三菱ＨＣキャピタル㈱ 執行役 安栄　香純 千代田区丸の内一丁目5-1

ＮＴＴ・ＴＣリース（株）九州支店 支店長 池田　拡光 福岡市博多区博多駅前２丁目２番１号

（株）ＪＥＣＣ 支店長 佐藤　重司 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号

行政システム九州（株）福岡支店 支店長 小原　慎司 福岡市博多区東比恵三丁目1番2号
ＮＥＣキャピタルソリューション（株）九州支店 九州支店長 齋藤　義弘 福岡県福岡市博多区御供所町1-1
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 支店長 久保　裕之 福岡市博多区博多駅東二丁目14-1

三谷コンピュータ㈱ 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

（株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井 義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株）九州支社 九州支社長 久保田　浩二 福岡市博多区博多駅前1-17-21

東海リース（株）　福岡支店 支店長 吉田　忠司 福岡市博多区東比恵三丁目4番2号

大和リース（株） 福岡支社 支社長 谷本　政樹 福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号

フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王一丁目15番8号

扶桑電通（株）九州支店 執行役員支店長 尾崎　圭吾 福岡市博多区博多駅前1-18-7
（有）松木石油店　オレンジロード津江給油所 店長 伊藤  勲 八女市津江408-3

ニシム電子工業（株）福岡支店 支店長 山﨑　信二 福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号

（株）キューコーリ－ス 代表取締役 久木元　孝行 福岡市中央区高砂2-10-1
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 福岡支社長 竹内　將人 久留米市東町38番地1

（株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 岡山県岡山市南区豊成2-7-16

（株）オプティマ 代表取締役 森田　宏樹 東京都品川区大崎3-5-2

クリンテック（株） 代表取締役 奥薗　眞智子 福岡市南区野間2丁目11-1-301

日興通信（株）九州支社 九州支社長 鈴木　祥吾 福岡市博多区御供所町１－１西鉄祇園ﾋﾞﾙ

（株）松機 代表取締役 坂口　直行 久留米市諏訪野町2316

富士マイクロ（株）福岡支店 支店長 野村　正和 福岡市博多区諸岡2-12-38

（株）ムサシ　福岡支店 支店長 荻野　勝紀 福岡市博多区店屋町6-25
（株）レンタルのニッケン　久留米営業所 所長 神谷　盛寿 久留米市御井旗崎二丁目25番48号

（株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 大野城市川久保三丁目1番23号

大和産業（株） 代表取締役 岩瀬  豊美 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目5番19号

（株）有明ねっとこむ 代表取締役 納冨　和由紀 大牟田市不知火町一丁目3番地の10

緒方通信（株） 代表取締役 緒方　則雄 八女市豊福66-1

リコーリース（株）九州支社 支社長 大門　孝次 福岡市博多区博多駅東2-10-35

（株）ＱＴｎｅｔ 代表取締役　社長執行役員 岩﨑　和人 福岡市中央区天神1丁目12番20号

（株）内田洋行　九州支店 支店長 坂口　秀雄 福岡市中央区大名2-9-27

東京センチュリー（株） 代表取締役社長 馬場　高一 東京都千代田区神田練塀町3番地

ムラタ・メディカル 村田　孝次 久留米市西町133-1久留米西町ペルル805

（株）トヨタレンタリース福岡 代表取締役 金子　直幹 福岡市博多区東光寺町1丁目1-1

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

日東工営（株）九州支店 執行役員支店長 櫻井　英之 福岡市博多区店屋町1-35

正晃（株）　久留米営業所 所長 梶原　正活 久留米市山川沓形町3番30号

（株）にしけいセキュリティサービス 代表取締役 山口　浩一 福岡市博多区店屋町5-10
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（株）NTTドコモ　九州支社 執行役員九州支社長 根本　浩二 福岡市中央区渡辺通二丁目6番1号

（株）会議録研究所 代表取締役 小池　好子 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４

理想科学工業（株）理想福岡支店 支店長 柳川　俊之 福岡市中央区大名1丁目8番10号

（株）ナガワ　福岡営業所 所長 瀬戸中　宏明 福岡市中央区天神4-1-32天神リバーフロントビジネスセンター6Ｆ

（株）ナカノ 代表取締役 中野  陽一 大分県中津市大字野依702-1
ＪＡ三井リース九州（株）　久留米・西九州営業部 部長 井上　哲也 久留米市東町３８番４４号

（株）熊本無線 代表取締役 古澤 貴生 熊本県熊本市中央区新町3丁目2番26号

ヒリュー装美（株） 久留米支店 支店長 緒方 啓二 久留米市御井旗崎1丁目6-14

大栄電通㈱ 代表取締役 大森 康一郎 久留米市長門石2丁目2-23

㈱セラビ　福岡支店 支店長 森　健太郎 福岡県福岡市博多区豊1丁目4番30号

北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 秋田県秋田市南通築地15番32号

（株）リサーチアンドソリューション 代表取締役 清見　光生 福岡市博多区上呉服町12-33

アジア航測（株）福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号八百治センタービル

ケンショーハウス工業㈱ 代表取締役 德冨 総一郎 久留米市北野町高良1206

（有）福屋 代表取締役 河村 昌一郎 久留米市東櫛原町1353

渡辺重機（株） 代表取締役 江﨑 博至 八女郡広川町大字日吉字野路1437-5

（株）学映システム 久留米営業所 所長 松尾 雄一郎 久留米市東合川8丁目8番21号

長田広告（株） 代表取締役 長田 一郎 愛知県津島市東柳原町五丁目5番地1

（株）シンク 取締役社長 丸山　秀明 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル

日成ビルド工業㈱　福岡支店 支店長 古田　和宏 福岡市博多区博多駅前3-22-8
三菱ＨＣキャピタルオートリース（株）　九州支店 支店長 松林　修 福岡市博多区店屋町1-35

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

（株）ウェルクル　九州・中国支部 九州・中国支部長 髙田　幸治 福岡市博多区博多駅東1丁目14-25新幹線ビル2号館7階

郡リース（株）福岡支店 支店長 畝尾　和俊 福岡市博多区住吉三丁目1-1

(株）佐賀電算センター　福岡支社 支社長 菰田　秀三 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

日通リース＆ファイナンス（株）福岡支店 支店長 掛橋　和雄 福岡市博多区下呉服町１－１

ＳＢテクノロジー（株） 代表取締役 阿多　親市 東京都新宿区新宿六丁目27-30

山口産業（株）八女営業所 所長 中島　真美 八女市稲富137-1

（有）アガリシステムサービス 代表取締役 上里　祐次郎 広島県広島市東区牛田新町四丁目8-13

シャープマーケティングジャパン（株） 取締役 美甘　將雄 大阪府大阪市平野区加美南3丁目8番25号

（株）あんしんサポート 代表取締役 古賀　功一 福岡市城南区飯倉1-6-25

アドバンス（株） 代表取締役 山下　みどり 福岡市東区松島5-16-1

（株）エルコムジャパン 代表取締役 出利葉　勝則 福岡市博多区東比恵三丁目31-11

（株）シナジー 代表取締役 下地　勝也 沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号3階

（株）セイエイ 代表取締役 滑石　修 北九州市八幡西区楠橋南1丁目1-5

日建リース工業（株）福岡支店 支店長 清原　浩一 糟屋郡宇美町大字宇美字古野ノ口3426番地の9

（株）ＦＯＲＴＨ 代表取締役 服部　修平 八女市本町1-244-2

（株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城5丁目21-21
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（株）三晃建設 代表取締役 井手口　良文 八女市馬場41-3

（有）フクシマ重機 代表取締役 井上　広志 八女郡黒木町北木屋2508

九州自動車リース（株） 代表取締役 近藤　博文 福岡市博多区東光寺町一丁目2番7号

ＮＴＴ・ＴＣリース（株）九州支店 支店長 池田　拡光 福岡市博多区博多駅前２丁目２番１号

大和リース（株） 福岡支社 支社長 谷本　政樹 福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号

（株）キューコーリ－ス 代表取締役 久木元　孝行 福岡市中央区高砂2-10-1
（株）レンタルのニッケン　久留米営業所 所長 神谷　盛寿 久留米市御井旗崎二丁目25番48号

東京センチュリー（株） 代表取締役社長 馬場　高一 東京都千代田区神田練塀町3番地

八女ヤンマー建機（株） 代表取締役社長 服部　大志 八女市大篭45-1

（株）ナカノ 代表取締役 中野  陽一 大分県中津市大字野依702-1
ＪＡ三井リース九州（株）　久留米・西九州営業部 部長 井上　哲也 久留米市東町３８番４４号

渡辺重機（株） 代表取締役 江﨑 博至 八女郡広川町大字日吉字野路1437-5

日通リース＆ファイナンス（株）福岡支店 支店長 掛橋　和雄 福岡市博多区下呉服町１－１

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

49 / 51 ページ



その他物品 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

国際航業（株）　福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号

島本陸男商店 代表 黒田　真理 福岡県八女市新庄1240番地

セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号
富士電機ＩＴソリューション（株）福岡支店 支店長 三島　清治 福岡市博多区店屋町5-18

ＮＸ商事（株）福岡支店 支店長 緒方　俊恭 福岡市博多区下呉服町1-1
クボタ環境エンジニアリング（株）九州支店 支店長 西森　正男 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号

（株）乃村工藝社 代表取締役　社長執行役員 榎本　修次 東京都港区台場２－３－４
ヤンマーエネルギーシステム（株）福岡支店 支店長 細　博明 福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5

（株）ＪＥＣＣ 支店長 佐藤　重司 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号

西日本地図出版（株） 代表取締役 川﨑  誠 福岡市南区大楠2丁目8番13号

大和リース（株） 福岡支社 支社長 谷本　政樹 福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号

（株）ゼンリン 福岡営業所 所長 緒方　賢一 福岡市博多区住吉4丁目1番5号
（有）松木石油店　オレンジロード津江給油所 店長 伊藤  勲 八女市津江408-3

（株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地

西戸崎興産（株） 代表取締役社長 坂本 博志 福岡市東区大岳2丁目１番１号
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 福岡支社長 竹内　將人 久留米市東町38番地1

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

（株）オプティマ 代表取締役 森田　宏樹 東京都品川区大崎3-5-2

フナツふとん店・サラダ館黒木店 代表 船津　雅義 八女市黒木町本分989-5

牛島履物店 牛島　和久 八女市黒木町桑原64-1

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

（株）宮本工業所 代表取締役 宮本　芳樹 富山県富山市奥田新町12-3

ＪＦＥ環境テクノロジー（株）九州支店 支店長 青鹿　松一 大牟田市小浜町1丁目2番地の1

コニカミノルタプラネタリウム（株） 代表取締役社長 古瀬　弘康 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号

丸菱航業（株） 代表取締役 首藤 英雄 北九州市小倉北区昭和町13番7号

（株）有明ねっとこむ 代表取締役 納冨　和由紀 大牟田市不知火町一丁目3番地の10

あんしん　ミシン 店長 松岡　宣道 福岡市博多区博多駅東1-1-33

（株）ケイエス 代表取締役 新原　一平 北九州市小倉北区赤坂海岸9-8

東伸エンジニアリング（株）九州支店 支店長 西村　貞夫 筑紫野市原田五丁目6番29号

溝田農材（株）八女支店 八女支店長 式　重行 八女市馬場259

（株）アラキ 代表取締役 松岡　良幸 久留米市荒木町荒木1964番地の15

（株）創和 代表取締役 石住　義光 東京都江戸川区篠崎町三丁目33番8号

（株）丹青社 代表取締役 高橋 貴志 東京都港区港南一丁目2番70号

日東工営（株）九州支店 執行役員支店長 櫻井　英之 福岡市博多区店屋町1-35

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

（株）にしけいセキュリティサービス 代表取締役 山口　浩一 福岡市博多区店屋町5-10

（株）ナガワ　福岡営業所 所長 瀬戸中　宏明 福岡市中央区天神4-1-32天神リバーフロントビジネスセンター6Ｆ

メディアインターナショナル（株） 代表取締役 江口　揚 福岡市博多区博多駅東1－1－33はかた近代ビル2F

エネサーブ（株） 代表取締役 井上 博司 滋賀県大津市月輪2丁目19番6号

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

（有）馬場産業　久留米営業所 営業所長 田中　耕二 久留米市合川町1645-3-102

（株）西部保安　久留米支店 支店長 奥畑　秀治 久留米市北野町中3079番2

（株）オーエムアイ 代表取締役 大川内 修 愛媛県大洲市東大洲909番地1

（株）横手技研 代表取締役 川島　輝行 福岡市東区香椎駅前二丁目4番8号

遊景産業（株） 代表取締役 佐田　直樹 福岡市南区警弥郷1丁目15番10号

ヒリュー装美（株） 久留米支店 支店長 緒方 啓二 久留米市御井旗崎1丁目6-14

グローリー（株）　九州支店 支店長 森田　邦宏 福岡市博多区東比恵3-23-13

（有）福屋 代表取締役 河村 昌一郎 久留米市東櫛原町1353

中日本航空（株）福岡支店 支店長 増本　勝巳 福岡市博多区博多駅東一丁目14番33号

福岡芝浦電子（株） 代表取締役 藤原　與司 福岡市南区大橋1-2-19

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14

ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号
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ミツイワ（株）営業本部 九州営業部 部長 渡辺　勝彦 福岡市中央区長浜1-4-6

三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目15番26号

三精工事サービス（株）九州支店 支店長 藤田　満 福岡市博多区博多駅南4丁目8番21号

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

（有）東原技研 代表取締役 松下　亨 八女市本町625番地1

一財）医療情報健康財団 理事長 石川　潔 福岡市博多区店屋町4-15

山口産業（株）八女営業所 所長 中島　真美 八女市稲富137-1

（有）アガリシステムサービス 代表取締役 上里　祐次郎 広島県広島市東区牛田新町四丁目8-13

シャープマーケティングジャパン（株） 取締役 美甘　將雄 大阪府大阪市平野区加美南3丁目8番25号

高奉産業（株） 代表取締役 信國　悦郎 福岡市東区土井2丁目2番28号

赤坂印刷（株）福岡営業所 所長 藤井　暁之 福岡市博多区博多駅南4丁目1-17岩保ビル駅南4D号

（株）ミヨシ　福岡営業所 所長 賀屋　友徳 福岡市博多区博多駅南2丁目4番11号シティーコート中陽3F

（株）協働管財　熊本営業所 営業所長 秋山　一峰 熊本県熊本市中央区京町2丁目14-16-306

（株）エルコムジャパン 代表取締役 出利葉　勝則 福岡市博多区東比恵三丁目31-11

（株）トータルメディア開発研究所 代表取締役 山村　健一郎 東京都千代田区紀尾井町3番23号

（有）日本一安い罠の店 代表取締役 三重野　丈一 大分県由布市挾間町来鉢2996番地2

（株）西日本新聞社 代表取締役 柴田　建哉 福岡市中央区天神1丁目4-1

（株）にしけい 代表取締役社長 大坪　潔晴 福岡市博多区店屋町5-10

（一社）日本家族計画協会 代表理事理事長 三橋　裕行 東京都新宿区市谷田町1-10保健会館新館

日建リース工業（株）福岡支店 支店長 清原　浩一 糟屋郡宇美町大字宇美字古野ノ口3426番地の9

（株）イーセル 代表取締役 堀田　剛 広島県広島市西区井口五丁目6番4号

（株）西日本新聞広告社 代表取締役社長 一瀬　文秀 福岡市中央区今泉1-9-14西日本新聞天神南ビル

（株）ＦＯＲＴＨ 代表取締役 服部　修平 八女市本町1-244-2

（株）社会保険出版社 代表取締役 髙本　哲史 東京都千代田区神田猿楽町1-5-18
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