
土木一式 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）桐明建設工業 取締役 桐明　武 八女市今福1025-1

（株）イノウエハウジング 代表取締役 井上　正通 八女市津江44-2

大栄開発（株）福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町9番13号

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

成央建設（株） 代表取締役 橋爪　広幸 八女市高塚679番地

豊建設（有） 代表取締役 安達　元一 八女市亀甲160-3

下川建設（株） 代表取締役 下川　義弘 八女市稲富646

東和建設（株） 代表取締役 下川　征二 八女市川犬743-1

オオキタ建設（株） 代表取締役 北島　正道 八女市酒井田315番地1

平成建設（株） 代表取締役 金子　正行 八女市蒲原1372-3

大坪建設（株） 代表取締役 大坪　達史 八女市蒲原1363番地

橋村建設工業（有） 代表取締役 橋村　好信 八女市吉田1154番地1

（有）ミキ企画 代表取締役 内田　三喜男 八女市室岡913-3

川口ガス住設 事業主 川口　浩樹 八女市忠見671-2

（株）三晃建設 代表取締役 井手口　良文 八女市平田602-3

（株）石橋組 代表取締役社長 石橋　健藏 八女市高塚281番地1

（株）共和テック　八女営業所 所長 田中　寛敏 八女市平田318

（株）木下組 代表取締役 木下　豊次 八女市高塚495番地

（株）石橋工業 代表取締役 田中　慎太郎 八女市立野85-6

（株）ホクショウ 代表取締役 北川　和文 八女市豊福287-1

（株）大藪建設 代表取締役 大藪　明宏 八女市馬場343-1

（有）橋山建設工業 代表取締役 橋山　秀親 八女市山内1206-1

（有）橋村住設 代表取締役 橋村　賢二 八女市黒木町田本178-1

（有）江田建設 代表取締役 江田　卓宏 八女市高塚135番地の1

（株）研進産業 代表取締役 高木　英範 福岡市博多区吉塚6-6-59

（株）西鉄グリーン土木 代表取締役 岡村　卓也 福岡市中央区大名一丁目4番１号

大石組 代表者 大石　良雄 八女市柳瀬139

（有）美土里測量建設 代表取締役 服部　美千子 八女市平田43-1

諸冨造園 代表者 諸冨　裕文 八女市光230-4

斉藤造園 齊藤　廣喜 八女市室岡797-1

九州日植（株） 代表取締役 竹内　政典 福岡市南区大楠3丁目12-28

奥アンツーカ（株）西日本支店 支店長 三好　一弘 福岡市博多区板付6丁目3番24号

西松建設（株）　九州支社 常務執行役員支社長 吉田　卓生 福岡市中央区薬院一丁目14番5号

（株）大藪組　矢部営業所 所長 新原　美喜子 八女市矢部村北矢部10470番地の2

松山建設（株） 代表取締役 松山　孝義 福岡市中央区高砂2丁目24番23号

金子建設（株） 代表取締役 金子　泰大 久留米市東櫛原町487番地

（株）瀬口組 代表取締役 瀬口　直紀 大牟田市大字草木字北の前293-1

平井スポーツ建設（株） 代表取締役 平井　秀文 福岡市東区箱崎1-35-7

（株）時里組 代表取締役 時里　功 久留米市荒木町今222-1

興亜建設工業（株）　大牟田支店 代表取締役大牟田支店長 末吉　大吉 大牟田市日出町一丁目4番6号

（株）梅崎工業 代表取締役 梅崎　義一 柳川市片原町22-1

日本国土開発（株）九州支店 支店長 草野　康成 福岡市博多区上呉服町10番1号

（株）フソウ　九州支店 支店長 森川　和彦 福岡市博多区博多駅前2丁目19番24号大博センタービル6階

（有）稲友建設 代表者取締役 嶋村　賢児 田川郡川崎町大字池尻5-1

（株）法研工業 代表取締役 髙田　年春 田川市夏吉322番地

（株）豊栄工業 代表取締役 川原  恵介 久留米市上津町2385番地の26

（株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸3-50-20

西武建設（株） 九州支店 支店長 井料　光栄 福岡市博多区博多駅東2-5-28

半田建設（株） 代表取締役 半田　利通 久留米市日ノ出町100番地

（株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚6丁目6番36号
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（株）大本組　九州支店 執行役員支店長 石井　俊明 福岡市中央区大名2-4-30西鉄赤坂ビル

（株）才田組 代表取締役 才田　善之 福岡市博多区光丘町1丁目2番30号

（株）ハットリ 代表取締役 服部　伸児 福岡市博多区東那珂2-2-11

(株）ＳＮＣ 代表取締役 二川　敏明 糟屋郡志免町大字志免90

（株）広建 代表取締役 野　中　吉　文 八女郡広川町大字長延832番地の2

（株）竹中土木　九州支店 執行役員支店長 山田　敏昭 福岡市中央区天神四丁目2番20号

（株）松本組　久留米営業所 所長 帖地　国典 久留米市宮ノ陣5丁目11-15

アイサワ工業（株）　九州支店 支店長 木寺　勝彦 福岡市中央区天神1-2-4

三軌建設（株） 代表取締役 松本　喜代孝 福岡市博多区東光寺町一丁目13番5号

溝江建設（株） 代表取締役 溝江　弘 福岡市中央区赤坂1-9-20

（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

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

池田建設（株） 代表取締役 中島　美代子 筑後市大字野町312

大日本土木（株）　九州支店 支店長 中山　努 福岡市中央区大手門2-1-34

九州環境建設（株） 代表取締役社長 福山　正太 久留米市津福本町1649番地の51

鉄建建設（株）九州支店 執行役員支店長 重永　秀彦 福岡市中央区荒戸二丁目1番5号

エクシオグループ（株）九州支店 常務執行役員九州支店長 渡辺　光政 福岡市南区玉川町７－８

（株）テクノユース 代表取締役 脇山　一春 福岡市城南区鳥飼5-7-1

日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡五丁目25番25号

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

（株）カブード 代表取締役 橋本　恒幸 福岡市早良区内野四丁目14番8号

（株）淺沼組  九州支店 執行役員支店長 江﨑　彰夫 福岡市博多区博多駅東三丁目14番1号T-BuildingHAKATAEAST

（株）錢高組　九州支店 理事支店長 野間　栄喜 福岡市博多区店屋町2-16

（株）原組 代表取締役 原　一博 八女市黒木町今523-1

徳倉建設（株）九州支店 支店長 松熊　茂 福岡市博多区博多駅南一丁目8-31

川田建設（株）　九州支店 執行役員支店長 西村　修 福岡市博多区博多駅東2-5-19

オリエンタル白石（株）　九州支店 支店長 山﨑　直人 福岡市中央区天神4-2-31

大和建設（株） 代表取締役 渡辺　昌宏 久留米市中央町22-17

木蓋建設（株） 代表取締役 木蓋　洋友 久留米市野中町1282番地の3

（株）大林組　九州支店 執行役員支店長 上田　哲夫 福岡市博多区下川端町9-12

コーアツ工業（株）福岡支店 取締役支店長 胡麻窪　隆二 福岡市中央区赤坂一丁目13番10号赤坂有楽ビル

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

東急建設（株）　九州支店 執行役員支店長 三嶋　昭 福岡市博多区祇園町２番１号

（株）ピーエス三菱 九州支店 支店長 横山　順一 福岡市中央区長浜二丁目4番1号東芝福岡ビル

（株）鴻池組　九州支店 執行役員支店長 川端　陽一 福岡市中央区大名1丁目14番45号

日東道路（株） 代表取締役 下川　重光 福岡市博多区比恵町1番18号

（株）安藤・間  九州支店 執行役員支店長 五所　久和 福岡市中央区大名1-8-10

松尾建設（株）　福岡支店 支店長 味志　聡 福岡市中央区薬院３丁目４番９号

鹿島建設㈱ 九州支店 執行役員支店長 小森　浩之 福岡市博多区博多駅前三丁目12番10号

青木あすなろ建設（株）九州支店 支店長 大石　雅俊 福岡市博多区博多駅前1丁目19番3号

昭和コンクリート工業（株）九州支店 支店長 茂田　勝 福岡市博多区博多駅南4丁目2-10

大豊建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 田　中　浩　一 福岡市博多区博多駅南5丁目24番16号

戸田建設（株）九州支店 執行役員支店長 畑中　靖博 福岡市中央区天神二丁目13番7号

日本建設技術（株）　福岡支店 支店長 鶴留　亘一 福岡市中央区小笹5-20-5

松井建設（株）九州支店 執行役員支店長 北原　勝彦 福岡市博多区博多駅前3-19-5

瀬口舗道（株）　筑後支店 支店長 一木　繁 筑後市大字熊野873-1

三井住友建設（株）九州支店 常務執行役員支店長 柴田　雅俊 福岡市博多区上呉服町10-1

若築建設（株）福岡支店 支店長 馬渡　俊裕 福岡市博多区博多駅東一丁目13番9号

（株）石﨑組 代表取締役 石﨑　なる子 八女市黒木町北木屋427

極東興和（株）　福岡支店 支店長 國峯　久聡 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35

日特建設（株）九州支店 執行役員支店長 守谷　英明 福岡市博多区下川端町1番3号

（株）緑幸園 代表取締役 中山　木八 筑後市大字山ノ井580-3
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新日本グラウト工業（株） 代表取締役 山本　晋也 福岡市南区清水1-15-18

佐和屋産業（株） 代表取締役 眞鍋　朋美 筑紫野市大字山家4055-1

（株）大久保建設 代表取締役 大久保　周礎 久留米市御井町2436番地7

黒田建設（株） 代表取締役 黒田  潔 久留米市大石町32番地

東洋建設（株）　九州支店 執行役員支店長 鷹島　俊之 福岡市博多区上川端町13番15号　安田第7ビル8階

飯田建設（株） 代表取締役 村山　雅秀 福岡市博多区東比恵3-16-14

（株）フジタ  九州支店 支店長 安東　則好 福岡市博多区下川端町1-1

梅林建設（株）福岡支店 執行役員支店長 小田　尚生 福岡県福岡市中央区大名1-4-1

（株）日本ピーエス 九州支店 執行役員支店長 用貝　洋 福岡市博多区博多駅南3丁目7番10号

（株）サカヒラ 代表取締役 坂平　隆司 飯塚市潤野1133番地6

東興ジオテック（株）　九州支店 執行役員支店長 辻　伸夫 福岡市博多区博多駅前1-19-3

佐藤工業（株）九州支店 執行役員支店長 中村　豊彦 福岡市博多区千代1-17-1

岩崎建設（株） 代表取締役 岩崎　成敏 福岡市中央区西中洲12-25

九鉄工業（株）　福岡支店 取締役支店長 瀬尾　啓治 福岡市博多区博多駅南6-3-1

飛島建設（株）九州支店 常務執行役員支店長 曽我部　真也 福岡市中央区渡辺通五丁目14番12号

（株）福田組　九州支店 執行役員支店長 湯上  聡 福岡市博多区博多駅南3-7-35

あおみ建設（株）九州支店 執行役員支店長 長谷川　秀一 福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号

八女舗道（株） 代表取締役 原口　圭介 八女市黒木町湯辺田626-1

管清工業（株）九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂5丁目3番13号

共栄環境開発（株） 代表取締役 久留須　智子 大牟田市汐屋町5-15

松鶴建設（株） 代表取締役 中尾　栄二 福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号

りんかい日産建設（株）九州支店 支店長 鰺坂　親之 福岡市中央区赤坂1丁目13番10号

（株）髙嶋造園 代表取締役 髙嶋　智久 久留米市東合川町514

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

モリアキ建設（有） 代表取締役 井手　英明 八女市黒木町本分1288-1

（株）小林建設 代表取締役 近　藤　泰　大 久留米市山川町1661-1

（株）クリア 代表取締役 松尾　直樹 八女市立花町白木6615

アスミオ．㈱ 代表取締役 吉岡　澄男 福岡市西区大字羽根戸159番地の4

（有）井上組 代表取締役 井上　政敏 八女市上陽町北川内2520番地3

大坪建築（株） 代表取締役 大坪　陽一 八女市上陽町上横山1368

（有）上陽建設 代表取締役 井上　利通 八女市上陽町上横山321-1

やひめ建設（株） 代表取締役 大石　秀夫 八女市忠見255番地1

日本体育施設㈱　九州営業所 所長 神倉　正法 福岡市南区大池1-23-15

（株）カミナガ 代表取締役 古賀　俊行 福岡市博多区東比恵2-7-13

（有）喜水 代表取締役 石橋　一美 八女市稲富601番地5

武巳建設㈱ 代表取締役 古野　武美 北九州市八幡西区樋口町3番6号

ホゼン（株） 代表取締役 山下　鉄太郎 福岡市西区野方4丁目5番39号

（株）宮原土木建設 代表取締役 宮原　清太 太宰府市大佐野3-11-18

（株）中央建設工業 代表取締役 大久保　知子 久留米市御井町2436番地1

(有)酒井工業 代表取締役 酒井　信幸 八女市黒木町今1215

塚本商事機械（株）　九州支店 支店長 新田　裕 福岡市博多区博多駅南3-1-1

（株）テクアノーツ　九州事業所 九州事業所長 篠﨑　準二 熊本県熊本市東区東野4丁目1番3号

機動建設工業（株）九州支店 支店長 北島　邦浩 福岡市博多区東那珂2-14-28

（株）堤建設 代表取締役 堤　雅大 筑後市常用５４６－１

（株）酒井組 代表取締役 酒井　徳弥 八女市黒木町今656番地4

（有）弥栄工業 代表取締役 彌永　和恵 八女市立花町北山80-3

（株）山口組 代表取締役 山口　友徳 八女市星野村13752番地8

（株）吉開組 代表取締役 吉開　正和 八女市矢部村北矢部10388-3

九州洗罐工事（株） 代表取締役 中村　亮輔 柳川市西蒲池1142-2

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

（有）立花工務店 代表取締役 牛島　敏幸 八女市立花町北山5400

前田建設工業（株）　九州支店 常務執行役員支店長 尾付野　誠 福岡市博多区博多駅東二丁目14番1号
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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

（有）中島土木 代表取締役 中島 弘和 八女市立花町上辺春6362

（有）カキハラ 代表取締役 川崎　朋和 八女市蒲原1295-3

持丸建設工業（株） 代表取締役 持丸　小百合 八女市立花町北山455番地1

日伸建設（株） 代表取締役 吉開　伸吾 八女市矢部村北矢部10220-1

（有）小川組 代表取締役 小川  隆 八女市黒木町北大淵5913

（有）江田土木 代表取締役 江田　和禧 八女市黒木町大淵4919-3

日本基礎技術（株）　九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘5丁目28-6

松尾建設工業（株） 代表取締役 松尾　英樹 八女市立花町白木6616

（株）黒木建設 代表取締役 服部　伸文 八女市黒木町本分1360-1

コジオ造園 代表 小塩　満浩 八女市稲富5番地

（株）蒲池建設 代表取締役 蒲池　友茂 八女市立花町山崎2316-2

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）牛島工業 代表取締役 伊藤　光子 八女市立花町山崎2565番地8

（株）塩塚組 代表取締役 塩塚　文博 八女市立花町北山2495

国土防災技術（株）福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町一丁目2番3号

（有）合原組 代表取締役 合原　知巳 八女市黒木町木屋4516-3

(有)牛嶋住興 代表取締役 牛嶋　寿人 八女市立花町山崎1067-1

岡本土木（株） 代表取締役 前田　英明 北九州市小倉北区貴船町９番１３号

（有）川原興業 代表取締役 川原　孝助 八女市黒木町本分1802-3

瑞宝建設（株） 代表取締役 荒山　徳美 八女市黒木町土窪2661-2

緒方組 個人事業主 緒方　清実 八女市黒木町笠原4400

（株）大徳 代表取締役 堤  隆徳 八女市黒木町土窪1515-1

栗原造園 栗原　龍男 八女市黒木町北大渕7740

小森昌寿園 個人事業主 小森　加寿博 八女市矢部村矢部136

（有）早見建設 代表取締役 早見　信子 八女市立花町北山5102番地2

福東（株） 代表取締役 兼安　又次郎 福岡市博多区博多駅南三丁目20番21号

東亜道路工業（株）福岡営業所 所長 桑島　隆司 福岡市博多区西月隈６丁目３番２８号

（株）柿原組　福岡南部支社 取締役支社長 佐藤　三生 みやま市高田町濃施372番地

新技術工営（株） 代表取締役 上原　弘生 福岡市博多区板付四丁目7番28号

（株）博栄建設 代表取締役 秋好　正成 福岡市博多区比恵町2-1-203

（株）西中洲樋口建設 代表取締役 樋口　征男 福岡市中央区西中洲12-13

（株）電業社機械製作所　九州支店 支店長 堤　雅嗣 福岡市博多区博多駅東二丁目10番35号

（株）熊谷組　九州支店 執行役員支店長 宮脇　悟 福岡市中央区渡辺通四丁目10番10号

新善テック㈱ 代表取締役 富松　正寛 朝倉郡筑前町安野90番地2
日本高圧コンクリート（株）　PC事業部九州営業所 所長 野口　隆之 福岡市博多区博多駅東一丁目18番25号

(株)ＡＦＦＥＣＴ 代表取締役 緒方　久則 久留米市山川町1662-1

田中建設 代表者（事業主） 田中　智浩 八女市星野村6983-1

（株）奥村組　福岡支店 支店長 平野　正人 福岡市中央区薬院1丁目13番8号九電不動産ビル5階

九州ニチレキ工事（株） 代表取締役 桐原　敦 福岡市東区香椎浜ふ頭2－3－17

大高建設（株） 代表取締役 大木　孝一郎 福岡市博多区上牟田1丁目29番6号

ﾐｶﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 代表取締役 田中 穣治 福岡市博多区金の隈2丁目1番5号

㈱安部日鋼工業　九州支店 取締役支店長 進藤　明彦 福岡市博多区博多駅東1-12-6

溝田農材（株）八女支店 八女支店長 式　重行 八女市馬場259

寺崎工業（株） 代表取締役 寺崎　光 久留米市山本町豊田1149-1

（株）ＩＨＩインフラ建設　九州支店 支店長 池田　知明 福岡市中央区高砂1丁目11番3号

（株）明和テクニカル 代表取締役 松田　秀利 筑紫野市武蔵3-2-43

（株）ノバック　九州支店 支店長 田島　知実 福岡市中央区白金2丁目8番12号

広成建設（株）九州支店 執行役員支店長 益田　敦久 福岡市博多区博多駅南一丁目11番17号

宮地エンジニアリング㈱福岡営業所 所長 田頭　正臣 福岡市中央区長浜2-4-1

（株）マキノグリーン 九州支店 支店長 久保田　勝美 北九州市八幡西区浅川台一丁目1番4号

（有）田中商会 代表取締役 田　中　和　浩 小郡市三沢1230番地の2

安達建設（株） 代表取締役 安達　輝史 筑後市大字熊野1240-39
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（株）猪口建設 代表取締役 猪口　進二 八女郡広川町大字水原1433-1

（株）不動テトラ　九州支店 執行役員支店長 佐藤　敬 福岡市博多区博多駅前4-1-1

濱崎建設（株） 代表取締役 濱崎　邦彦 久留米市宮ノ陣六丁目27番16号

熊川工業（株） 代表取締役 熊川 大祐 福岡市東区水谷3丁目26-20

（株）ヒノ工業 代表取締役 眞津　富雄 福岡市早良区内野4-48-5

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

ライト工業（株） 九州統括支店 執行役員支店長 石丸　孝幸 福岡市中央区大名2-11-21

井樋建設（株） 代表取締役 井樋　聰枝 久留米市大石町507-2

（株）富士ピー・エス　九州支店 上席執行役員支店長 油田　康生 福岡市中央区渡辺通2-4-8

八光海運（株）　熊本支店 支店長 内山　朋之 熊本県上天草市大矢野町登立3355-1

（株）末崎組 代表取締役 末嵜　久幸 八女市緒玉328番地

九州建設（株） 代表取締役社長 郡司　哲夫 福岡市博多区博多駅南1-8-31

（株）荻島組 代表取締役 荻島　造 柳川市隅町28番地

(有）日栄工業 代表取締役 森　崇史 大牟田市大字四ヶ513番地

（株）平田組 代表取締役 平田　立身 朝倉市甘木2047-2

（株）ニューテック康和 九州支店 支店長 石原　賢治 福岡市中央区長浜二丁目4番1号（東芝福岡ビル）

のぼる技建（株） 代表取締役 竹下　啓悟 大牟田市萩尾町2丁目34番地1

技研興業（株）九州営業所 所長 山下　俊一 福岡市博多区東比恵2-19-18

株式会社ケイテック　福岡本店 本店長 市山　秀行 福岡市中央区赤坂1丁目13番10号赤坂有楽ビル

（有）岩本住設 代表取締役 江良　俊明 八女市吉田2078番地の5

（有）椿原住宅設備 代表取締役 椿原　淳 八女市黒木町黒木83-1

（株）躍進工業 代表取締役 金子　智恵 八女市柳島51-2

（有）スミ設備工業 代表取締役 角　浩一郎 八女市川犬1349-1

友信建設（株） 代表取締役 小倉　信一 飯塚市赤坂876番地44

亜細亜建設工業（株） 代表取締役 田中　丈夫 筑紫野市大字山家2045-8

（株）栗山建設 代表取締役 栗山　清規 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2

大成建設（株）九州支店 理事支店長 川村　信司 福岡市博多区住吉四丁目1-27

（株）ハマダ緑研 代表取締役 濵田　吉尚 福岡市博多区空港前4丁目18-9

（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

梅原建設（株） 代表取締役 梅原　英二 久留米市本町15-25

（株）栗木工務店 代表取締役社長 永松　雅代 久留米市国分町1636-2

（株）木村特殊工業 代表取締役 木村　光次 三井郡大刀洗町大字高樋2315番地68

㈱サンコービルド　大牟田支店 取締役支店長 山下　久行 大牟田市西港町2丁目15番地7

清水建設（株）九州支店 執行役員支店長 坂尾　彰信 福岡市中央区渡辺通三丁目6-11

㈱久保工務店　福岡営業所 営業所長 鎌田　政治 福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル708号

東亜グラウト工業（株）九州支店 支店長 西原　正剛 福岡市博多区山王一丁目1-29

大一舗道（株） 代表取締役 川浪　良一 筑後市大字前津642番地

（有）德光建設 代表取締役 橋爪　德光 八女市吉田1840番地1

（株）山翔 代表取締役 山科　譲二 八女市星野村10345番地

瀧口観花苑（株） 代表取締役社長 瀧口　秀一 宗像市冨地原1527-2

（株）宝栄工業 代表取締役 古賀　勝広 柳川市上宮永町413

日本鉄塔工業（株）　福岡営業所 所長 酒田　辰也 福岡市中央区春吉1丁目7番11号

（株）大坪 代表取締役 大坪　昭三郎 八女市龍ケ原251番地10

立野和男建設 代表者 立野　和男 八女市川犬1092番地2

甲木商店 事業主 甲木　英樹 八女市立花町山崎967番地

大住工業（株） 代表取締役 大住　行弘 八女市国武693-1

河野建設（株） 代表取締役 河野　一幸 八女郡広川町大字日吉278番地

（株）ジュントス 代表取締役 朝稲　啓太 福岡市博多区博多駅中央街7番2号

美津濃（株） 代表取締役社長 水野　明人 大阪市住之江区南港北1丁目12番35号

（有）光建設 代表取締役 富田　恭史 八女市豊福字大坪515-1

ミクニ建設（株） 代表取締役 世良　雅彦 北九州市八幡西区楠南3-3-13

（株）サニタリー 代表取締役 池本　宗隆 鹿児島市東谷山5丁目20番11号
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（株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城5丁目21-21

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野　通久 今治市国分一丁目1番18号

針組 事業主 針　日出光 八女市立花町谷川1249番地1
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（株）イノウエハウジング 代表取締役 井上　正通 八女市津江44-2

井上建設 代表者 井上　信幸 八女市矢原149-4

（株）中嶋工務店 代表取締役 中嶋　悟 八女市井延5-11

（株）ロイヤル住建 代表取締役 牛島　教智 八女市長野1824

オオキタ建設（株） 代表取締役 北島　正道 八女市酒井田315番地1

平成建設（株） 代表取締役 金子　正行 八女市蒲原1372-3

大坪建設（株） 代表取締役 大坪　達史 八女市蒲原1363番地

（株）タナカ鋼建工業 代表取締役 田中　千稔 八女市納楚770-6

（株）石橋組 代表取締役社長 石橋　健藏 八女市高塚281番地1

牛島電機工業（株） 代表取締役 牛島　弘人 八女市本村425-85

（有）江田建設 代表取締役 江田　卓宏 八女市高塚135番地の1

大石組 代表者 大石　良雄 八女市柳瀬139

西松建設（株）　九州支社 常務執行役員支社長 吉田　卓生 福岡市中央区薬院一丁目14番5号

東建工業（株） 代表取締役 古賀　紳也 久留米市原古賀町25-11

（株）大藪組　矢部営業所 所長 新原　美喜子 八女市矢部村北矢部10470番地の2

松山建設（株） 代表取締役 松山　孝義 福岡市中央区高砂2丁目24番23号

金子建設（株） 代表取締役 金子　泰大 久留米市東櫛原町487番地

（株）瀬口組 代表取締役 瀬口　直紀 大牟田市大字草木字北の前293-1

日本国土開発（株）九州支店 支店長 草野　康成 福岡市博多区上呉服町10番1号

（株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸3-50-20

西武建設（株） 九州支店 支店長 井料　光栄 福岡市博多区博多駅東2-5-28

半田建設（株） 代表取締役 半田　利通 久留米市日ノ出町100番地

（株）大本組　九州支店 執行役員支店長 石井　俊明 福岡市中央区大名2-4-30西鉄赤坂ビル

（株）才田組 代表取締役 才田　善之 福岡市博多区光丘町1丁目2番30号

（株）竹中土木　九州支店 執行役員支店長 山田　敏昭 福岡市中央区天神四丁目2番20号

（株）松本組　久留米営業所 所長 帖地　国典 久留米市宮ノ陣5丁目11-15

アイサワ工業（株）　九州支店 支店長 木寺　勝彦 福岡市中央区天神1-2-4

三軌建設（株） 代表取締役 松本　喜代孝 福岡市博多区東光寺町一丁目13番5号

溝江建設（株） 代表取締役 溝江　弘 福岡市中央区赤坂1-9-20

大日本土木（株）　九州支店 支店長 中山　努 福岡市中央区大手門2-1-34

鉄建建設（株）九州支店 執行役員支店長 重永　秀彦 福岡市中央区荒戸二丁目1番5号

㈱キューボウ 代表取締役 尾関　美知 久留米市合川町422番地18

（株）いとう工房 代表取締役 伊藤　督一 久留米市高良内町4596-22

立花鉄工建設（株） 代表取締役 平島　輝昭 八女市納楚６９７－１

（株）淺沼組  九州支店 執行役員支店長 江﨑　彰夫 福岡市博多区博多駅東三丁目14番1号T-BuildingHAKATAEAST

（株）錢高組　九州支店 理事支店長 野間　栄喜 福岡市博多区店屋町2-16

徳倉建設（株）九州支店 支店長 松熊　茂 福岡市博多区博多駅南一丁目8-31

三ツ矢建設工業（株） 代表取締役 近藤　拓磨 久留米市御井旗崎4丁目4番16

大和建設（株） 代表取締役 渡辺　昌宏 久留米市中央町22-17

㈱佐伯建設　福岡支社 支社長 櫛　野　周　史 福岡市中央区天神三丁目12番19号

木蓋建設（株） 代表取締役 木蓋　洋友 久留米市野中町1282番地の3

八女カイセー（株） 代表取締役 増永　健 八女郡広川町大字太田1024番地

（株）大林組　九州支店 執行役員支店長 上田　哲夫 福岡市博多区下川端町9-12

東急建設（株）　九州支店 執行役員支店長 三嶋　昭 福岡市博多区祇園町２番１号

（株）ピーエス三菱 九州支店 支店長 横山　順一 福岡市中央区長浜二丁目4番1号東芝福岡ビル

（株）鴻池組　九州支店 執行役員支店長 川端　陽一 福岡市中央区大名1丁目14番45号

（株）安藤・間  九州支店 執行役員支店長 五所　久和 福岡市中央区大名1-8-10

松尾建設（株）　福岡支店 支店長 味志　聡 福岡市中央区薬院３丁目４番９号

鹿島建設㈱ 九州支店 執行役員支店長 小森　浩之 福岡市博多区博多駅前三丁目12番10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

青木あすなろ建設（株）九州支店 支店長 大石　雅俊 福岡市博多区博多駅前1丁目19番3号

大豊建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 田　中　浩　一 福岡市博多区博多駅南5丁目24番16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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建築一式 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

戸田建設（株）九州支店 執行役員支店長 畑中　靖博 福岡市中央区天神二丁目13番7号

松井建設（株）九州支店 執行役員支店長 北原　勝彦 福岡市博多区博多駅前3-19-5

三井住友建設（株）九州支店 常務執行役員支店長 柴田　雅俊 福岡市博多区上呉服町10-1

若築建設（株）福岡支店 支店長 馬渡　俊裕 福岡市博多区博多駅東一丁目13番9号

（株）石﨑組 代表取締役 石﨑　なる子 八女市黒木町北木屋427

大石建設（株） 代表取締役 大石　幸嗣 久留米市野中町147番地の1

（株）中島組 代表取締役 中島　隆弘 八女市本町2番地の153の1

黒田建設（株） 代表取締役 黒田  潔 久留米市大石町32番地

東洋建設（株）　九州支店 執行役員支店長 鷹島　俊之 福岡市博多区上川端町13番15号　安田第7ビル8階

（株）マツウラ 代表取締役 松浦　文人 柳川市三橋町江曲137-2

（株）フジタ  九州支店 支店長 安東　則好 福岡市博多区下川端町1-1

梅林建設（株）福岡支店 執行役員支店長 小田　尚生 福岡県福岡市中央区大名1-4-1

（株）サカヒラ 代表取締役 坂平　隆司 飯塚市潤野1133番地6

佐藤工業（株）九州支店 執行役員支店長 中村　豊彦 福岡市博多区千代1-17-1

岩崎建設（株） 代表取締役 岩崎　成敏 福岡市中央区西中洲12-25

九鉄工業（株）　福岡支店 取締役支店長 瀬尾　啓治 福岡市博多区博多駅南6-3-1

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

飛島建設（株）九州支店 常務執行役員支店長 曽我部　真也 福岡市中央区渡辺通五丁目14番12号

（株）福田組　九州支店 執行役員支店長 湯上  聡 福岡市博多区博多駅南3-7-35

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

松鶴建設（株） 代表取締役 中尾　栄二 福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号

りんかい日産建設（株）九州支店 支店長 鰺坂　親之 福岡市中央区赤坂1丁目13番10号

（株）小林建設 代表取締役 近　藤　泰　大 久留米市山川町1661-1

アスミオ．㈱ 代表取締役 吉岡　澄男 福岡市西区大字羽根戸159番地の4

大坪建築（株） 代表取締役 大坪　陽一 八女市上陽町上横山1368

やひめ建設（株） 代表取締役 大石　秀夫 八女市忠見255番地1

（株）ナカノフドー建設　九州支社 執行役員支社長 三浦　利夫 福岡市博多区博多駅前3丁目10番24号

（株）堤建設 代表取締役 堤　雅大 筑後市常用５４６－１

（株）井口工務店 代表取締役 吉田　良子 福岡市城南区堤１－１３－４３

前田建設工業（株）　九州支店 常務執行役員支店長 尾付野　誠 福岡市博多区博多駅東二丁目14番1号

友建設 代表者 今村　英機 八女市星野村6306番地

持丸建設工業（株） 代表取締役 持丸　小百合 八女市立花町北山455番地1

（株）黒木建設 代表取締役 服部　伸文 八女市黒木町本分1360-1

馬場建設 代表者（事業主） 馬場　平章 八女市黒木町木屋4204番地2

（株）蒲池建設 代表取締役 蒲池　友茂 八女市立花町山崎2316-2

津田建設 代表者 津田  進 八女市立花町北山775

平野建設 社長 平野　孝之 八女市星野村16788-2

（株）堤鉄構 代表取締役 堤　倫亮 八女市黒木町本分1159-3

（株）八田工務店 代表取締役 八田　正巳 八女市黒木町本分466-2

（株）ピースプロセス工芸 代表取締役 坂井　智一 八女市黒木町黒木165

安藤工事(株) 代表取締役 永堀　直宏 福岡市南区清水2丁目9番6号

（株）櫨川工業 代表取締役 櫨川　龍也 八女市立花町山崎５７７－１

（株）柿原組　福岡南部支社 取締役支社長 佐藤　三生 みやま市高田町濃施372番地

（株）シティハウス 代表取締役 田中　義輝 八女郡広川町大字日吉805

（株）博栄建設 代表取締役 秋好　正成 福岡市博多区比恵町2-1-203

（株）西中洲樋口建設 代表取締役 樋口　征男 福岡市中央区西中洲12-13

（株）熊谷組　九州支店 執行役員支店長 宮脇　悟 福岡市中央区渡辺通四丁目10番10号

(株)ＡＦＦＥＣＴ 代表取締役 緒方　久則 久留米市山川町1662-1

大栄産業（株） 代表取締役 船原　順二 田川市大字奈良1587番地の4

（有）サンモリ 代表取締役 森　實之裕 八女市黒木町湯辺田267-1

（株）奥村組　福岡支店 支店長 平野　正人 福岡市中央区薬院1丁目13番8号九電不動産ビル5階

大高建設（株） 代表取締役 大木　孝一郎 福岡市博多区上牟田1丁目29番6号
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西鉄建設（株） 代表取締役 宮崎　裕二 福岡市中央区大手門二丁目1番10号

（株）内藤工務店 代表取締役 青池　美和 福岡市中央区港2丁目5番8号

今村建設 今村　清男 八女市星野村6732番地

㈱創美 代表取締役 金子　知憲 久留米市大善寺町宮本49番地2

溝田農材（株）八女支店 八女支店長 式　重行 八女市馬場259

森田建設（株） 代表取締役社長 大山　繁久 大分県宇佐市大字長洲554番地の5

（株）川口建設 代表取締役 川口　博史 北九州市小倉北区堺町1丁目9番6号

（株）ノバック　九州支店 支店長 田島　知実 福岡市中央区白金2丁目8番12号

広成建設（株）九州支店 執行役員支店長 益田　敦久 福岡市博多区博多駅南一丁目11番17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

安達建設（株） 代表取締役 安達　輝史 筑後市大字熊野1240-39

（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）岡工務店 代表取締役 岡 照久 柳川市本町68番地の9

井樋建設（株） 代表取締役 井樋　聰枝 久留米市大石町507-2

（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

（株）オーツボ 代表取締役 大坪　とも子 柳川市大和町徳益711-2

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

（株）コンステック　福岡支店 支店長 森野　勤 福岡市博多区博多駅前1-21-28

（株）末崎組 代表取締役 末嵜　久幸 八女市緒玉328番地

九州建設（株） 代表取締役社長 郡司　哲夫 福岡市博多区博多駅南1-8-31

（株）荻島組 代表取締役 荻島　造 柳川市隅町28番地

三谷建築 事業主 三谷　忠澄 八女市黒木町桑原266番地3

三洲建設（株） 代表取締役 冨安　正年 筑後市大字蔵数575-1

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

太陽建設工業（株） 代表取締役 坂田 哲也 久留米市本町8-5

大和興業（株） 代表取締役 梅尾 裕一 飯塚市柳橋55番地

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

日本建設（株）福岡支店 執行役員支店長 野下　建 福岡市博多区博多駅前1-31-17

（株）栄住産業 代表取締役 宇都　和光 福岡市東区原田三丁目5-6

（有）シンエイ工業 代表取締役 牛島　眞徳 八女市国武8番地

友信建設（株） 代表取締役 小倉　信一 飯塚市赤坂876番地44

野口研塗（株） 代表取締役 野口　達也 久留米市津福今町214-2

大成建設（株）九州支店 理事支店長 川村　信司 福岡市博多区住吉四丁目1-27

梅原建設（株） 代表取締役 梅原　英二 久留米市本町15-25

(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）栗木工務店 代表取締役社長 永松　雅代 久留米市国分町1636-2

（株）木村特殊工業 代表取締役 木村　光次 三井郡大刀洗町大字高樋2315番地68

㈱サンコービルド　大牟田支店 取締役支店長 山下　久行 大牟田市西港町2丁目15番地7

清水建設（株）九州支店 執行役員支店長 坂尾　彰信 福岡市中央区渡辺通三丁目6-11

匠建設（株） 代表取締役 江藤　正幸 福岡市博多区西春町2丁目1番2号

（株）福岡九州クボタ 代表取締役 池浦　貞彦 福岡市南区野間1-11-36

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）宝栄工業 代表取締役 古賀　勝広 柳川市上宮永町413

（株）メイコウ 代表取締役 川原　啓佑 八女市緒玉279番地1

（株）大坪 代表取締役 大坪　昭三郎 八女市龍ケ原251番地10

立野和男建設 代表者 立野　和男 八女市川犬1092番地2

大住工業（株） 代表取締役 大住　行弘 八女市国武693-1

九電工ホーム（株） 代表取締役社長 高田　勝則 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

（株）赤尾組 代表取締役 赤尾　嘉則 飯塚市新飯塚19番26号
パナソニック建設エンジニアリング（株）　西日本支店 支店長 粟田　延也 福岡市中央区薬院３丁目１番２４号

平林建設（株） 代表取締役 田中　秀保 八女市本村445-10

山口産業（株） 代表取締役 山口　篤樹 多久市多久町3555-120
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占部建設（株） 代表取締役 占部　歓久 福岡市博多区石城町12-5

（株）九鉄ビルト 代表取締役 宮崎　正純 北九州市門司区小森江3-12-10

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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大工 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）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

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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左官 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）松岡左官工業 代表取締役 松岡　謙太 久留米市北野町中2358-1

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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とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ 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

（有）桐明建設工業 取締役 桐明　武 八女市今福1025-1

（株）イノウエハウジング 代表取締役 井上　正通 八女市津江44-2

大栄開発（株）福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町9番13号

（有）甲斐田組 代表取締役 甲斐田　由吏加 八女市矢原267

橋村建設工業（有） 代表取締役 橋村　好信 八女市吉田1154番地1

（株）日さく　九州営業所 所長 永安　裕次郎 福岡市博多区那珂三丁目21番29号

（株）共和テック　八女営業所 所長 田中　寛敏 八女市平田318

（株）石橋工業 代表取締役 田中　慎太郎 八女市立野85-6

（株）ニチボー 代表取締役 藤井　浩三 福岡市博多区板付4-7-28

（株）大藪建設 代表取締役 大藪　明宏 八女市馬場343-1

不二グラウト工業（株） 代表取締役 松尾　高嗣 福岡市西区小戸３丁目50番20号

（有）橋山建設工業 代表取締役 橋山　秀親 八女市山内1206-1

（有）美土里測量建設 代表取締役 服部　美千子 八女市平田43-1

九州日植（株） 代表取締役 竹内　政典 福岡市南区大楠3丁目12-28

（株）緑研産業 代表取締役 坂井　治 福岡市東区多の津3丁目14番12号

東建工業（株） 代表取締役 古賀　紳也 久留米市原古賀町25-11

（株）牛尾商店　久留米営業所 所長 三宅　悟 久留米市荒木町藤田1109-15-2サンマリノ藤田２Ｊ号室

（有）稲友建設 代表者取締役 嶋村　賢児 田川郡川崎町大字池尻5-1

（株）法研工業 代表取締役 髙田　年春 田川市夏吉322番地

（株）田川ライン　筑後支店 支店長 古賀　行 筑後市大字鶴田764-3

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

山田工業（株） 代表取締役 井口　照美 久留米市大善寺町宮本621番地

（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

九州興建（株） 代表取締役 柴田　冨美子 福岡市西区拾六町3丁目8番10号

(株）ＳＮＣ 代表取締役 二川　敏明 糟屋郡志免町大字志免90

（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

九州環境建設（株） 代表取締役社長 福山　正太 久留米市津福本町1649番地の51

㈱キューボウ 代表取締役 尾関　美知 久留米市合川町422番地18

日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡五丁目25番25号

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

東邦地下工機（株） 代表取締役 岡　本　幸　憲 福岡市博多区西月隈5-19-53

太陽工業（株） 代表取締役 岩　谷　直　子 福岡市南区弥永2-9-18

川田建設（株）　九州支店 執行役員支店長 西村　修 福岡市博多区博多駅東2-5-19

コーアツ工業（株）福岡支店 取締役支店長 胡麻窪　隆二 福岡市中央区赤坂一丁目13番10号赤坂有楽ビル

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）ピーエス三菱 九州支店 支店長 横山　順一 福岡市中央区長浜二丁目4番1号東芝福岡ビル

昭和コンクリート工業（株）九州支店 支店長 茂田　勝 福岡市博多区博多駅南4丁目2-10

日本建設技術（株）　福岡支店 支店長 鶴留　亘一 福岡市中央区小笹5-20-5

矢田工業（株）九州営業所 所長 青木　肇 福岡市博多区比恵町1－30－206

極東興和（株）　福岡支店 支店長 國峯　久聡 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35

日特建設（株）九州支店 執行役員支店長 守谷　英明 福岡市博多区下川端町1番3号

新日本グラウト工業（株） 代表取締役 山本　晋也 福岡市南区清水1-15-18

（株）日本ピーエス 九州支店 執行役員支店長 用貝　洋 福岡市博多区博多駅南3丁目7番10号

東興ジオテック（株）　九州支店 執行役員支店長 辻　伸夫 福岡市博多区博多駅前1-19-3

ニチハツ工業（株） 代表取締役 武藤　哲也 福岡市南区柳瀬2-15-8

管清工業（株）九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂5丁目3番13号

（株）九州緑化産業 代表取締役 坪井　真二 福岡市東区下原四丁目16番36号

（株）髙嶋造園 代表取締役 髙嶋　智久 久留米市東合川町514

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

（有）上陽建設 代表取締役 井上　利通 八女市上陽町上横山321-1

（株）カミナガ 代表取締役 古賀　俊行 福岡市博多区東比恵2-7-13

（有）喜水 代表取締役 石橋　一美 八女市稲富601番地5

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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業者名 代表者役職 代表者名 所在地
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武巳建設㈱ 代表取締役 古野　武美 北九州市八幡西区樋口町3番6号

（株）ダイシ　久留米営業所 所長 中垣　勝征 久留米市北野町中川2280番地4-103

ホゼン（株） 代表取締役 山下　鉄太郎 福岡市西区野方4丁目5番39号

（株）宮原土木建設 代表取締役 宮原　清太 太宰府市大佐野3-11-18

（株）中央建設工業 代表取締役 大久保　知子 久留米市御井町2436番地1

塚本商事機械（株）　九州支店 支店長 新田　裕 福岡市博多区博多駅南3-1-1

（株）テクアノーツ　九州事業所 九州事業所長 篠﨑　準二 熊本県熊本市東区東野4丁目1番3号

（株）堤建設 代表取締役 堤　雅大 筑後市常用５４６－１

（有）弥栄工業 代表取締役 彌永　和恵 八女市立花町北山80-3

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

（有）中島土木 代表取締役 中島 弘和 八女市立花町上辺春6362

（株）開発工業　久留米営業所 営業所長 徳永　隆 久留米市善道寺町飯田396-16

（株）河商 代表取締役 山口　和也 柳川市大和町六合631

日伸建設（株） 代表取締役 吉開　伸吾 八女市矢部村北矢部10220-1

日本基礎技術（株）　九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘5丁目28-6

松尾建設工業（株） 代表取締役 松尾　英樹 八女市立花町白木6616

コジオ造園 代表 小塩　満浩 八女市稲富5番地

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

内山体育施設（株） 代表取締役 原口　透 福岡市博多区博多駅南4-17-1

（株）塩塚組 代表取締役 塩塚　文博 八女市立花町北山2495

倉員道路工業 代表者 倉員　政文 八女市黒木町田本67

国土防災技術（株）福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町一丁目2番3号

（有）川原興業 代表取締役 川原　孝助 八女市黒木町本分1802-3

瑞宝建設（株） 代表取締役 荒山　徳美 八女市黒木町土窪2661-2

（株）ピースプロセス工芸 代表取締役 坂井　智一 八女市黒木町黒木165

（株）大徳 代表取締役 堤  隆徳 八女市黒木町土窪1515-1

栗原造園 栗原　龍男 八女市黒木町北大渕7740

福東（株） 代表取締役 兼安　又次郎 福岡市博多区博多駅南三丁目20番21号

新技術工営（株） 代表取締役 上原　弘生 福岡市博多区板付四丁目7番28号

(株)大進道路施設 代表取締役 大久保　典幸 八女市立花町白木1061番地1

新善テック㈱ 代表取締役 富松　正寛 朝倉郡筑前町安野90番地2

（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

九州ニチレキ工事（株） 代表取締役 桐原　敦 福岡市東区香椎浜ふ頭2－3－17

ﾐｶﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 代表取締役 田中 穣治 福岡市博多区金の隈2丁目1番5号

（株）福岡安全 代表取締役 岸　川　美　和 福岡市西区内浜2丁目9番3号

（株）アプロテック 代表取締役 立石　光男 八女市蒲原2055番地1

（株）ジオシステム 代表取締役 大石　航平 福岡市博多区竹下五丁目19番22号

寺崎工業（株） 代表取締役 寺崎　光 久留米市山本町豊田1149-1

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

大輝ロード（株） 代表取締役 大黒　亜紀子 福岡市東区青葉七丁目2-6

（株）ＩＨＩインフラ建設　九州支店 支店長 池田　知明 福岡市中央区高砂1丁目11番3号

（株）明和テクニカル 代表取締役 松田　秀利 筑紫野市武蔵3-2-43

宮地エンジニアリング㈱福岡営業所 所長 田頭　正臣 福岡市中央区長浜2-4-1

（株）マキノグリーン 九州支店 支店長 久保田　勝美 北九州市八幡西区浅川台一丁目1番4号

㈱誠和興建 代表取締役 末　次　幸　子 久留米市善導寺町木塚1478-12

（株）不動テトラ　九州支店 執行役員支店長 佐藤　敬 福岡市博多区博多駅前4-1-1

アスミテクノ（株） 代表取締役 村上　宜隆 福岡市博多区春町1丁目2番24号

（有）木元産業 代表取締役 木元　たち子 久留米市梅満町436番地の7

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）テクノスグリーン 代表取締役 安岡 明仁 古賀市川原1264番地1

ライト工業（株） 九州統括支店 執行役員支店長 石丸　孝幸 福岡市中央区大名2-11-21

髙宮鐵工（株） 代表取締役 髙原　武彦 直方市知古1丁目6番14号
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井樋建設（株） 代表取締役 井樋　聰枝 久留米市大石町507-2

日本ライナー（株）　九州営業所 所長 鮫島　直樹 福岡市博多区麦野2-15-10

（株）富士ピー・エス　九州支店 上席執行役員支店長 油田　康生 福岡市中央区渡辺通2-4-8

（株）コンステック　福岡支店 支店長 森野　勤 福岡市博多区博多駅前1-21-28

九州建設（株） 代表取締役社長 郡司　哲夫 福岡市博多区博多駅南1-8-31

丸谷商事 代表者 谷川　和子 八女市本町568-1

日本エスエム（株）　久留米営業所 所長 中野　敏明 久留米市御井町1967番地1　A102

光栄産業（株） 代表取締役 岩田　博之 福岡市南区日佐3-38-15-107

アルテック㈱久留米営業所 所長 黄檗　富一 久留米市藤山町字谷1539-4

（株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町2300-10

（株）ニューテック康和 九州支店 支店長 石原　賢治 福岡市中央区長浜二丁目4番1号（東芝福岡ビル）

のぼる技建（株） 代表取締役 竹下　啓悟 大牟田市萩尾町2丁目34番地1

技研興業（株）九州営業所 所長 山下　俊一 福岡市博多区東比恵2-19-18

株式会社ケイテック　福岡本店 本店長 市山　秀行 福岡市中央区赤坂1丁目13番10号赤坂有楽ビル

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

友信建設（株） 代表取締役 小倉　信一 飯塚市赤坂876番地44

亜細亜建設工業（株） 代表取締役 田中　丈夫 筑紫野市大字山家2045-8

大成建設（株）九州支店 理事支店長 川村　信司 福岡市博多区住吉四丁目1-27

（株）ハマダ緑研 代表取締役 濵田　吉尚 福岡市博多区空港前4丁目18-9

㈱久保工務店　福岡営業所 営業所長 鎌田　政治 福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル708号

東亜グラウト工業（株）九州支店 支店長 西原　正剛 福岡市博多区山王一丁目1-29

大一舗道（株） 代表取締役 川浪　良一 筑後市大字前津642番地

（株）セレクト久留米営業所 営業所長 松本　義浩 久留米市荒木白口1757-3

（有）德光建設 代表取締役 橋爪　德光 八女市吉田1840番地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

日本鉄塔工業（株）　福岡営業所 所長 酒田　辰也 福岡市中央区春吉1丁目7番11号

甲木商店 事業主 甲木　英樹 八女市立花町山崎967番地

（株）ジュントス 代表取締役 朝稲　啓太 福岡市博多区博多駅中央街7番2号

九電工ホーム（株） 代表取締役社長 高田　勝則 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

（株）三神建設 代表取締役 嶋村　聡浩 田川市大字位登789番地2

オダギリ（株） 代表取締役 加藤　明 福岡市東区塩浜1丁目10番12-103号

日本ディックライト（株）久留米支店 支店長 大道　登彦 久留米市城南町12-26

ミクニ建設（株） 代表取締役 世良　雅彦 北九州市八幡西区楠南3-3-13

（株）サニタリー 代表取締役 池本　宗隆 鹿児島市東谷山5丁目20番11号

（株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城5丁目21-21

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野　通久 今治市国分一丁目1番18号
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（株）櫨川工業 代表取締役 櫨川　龍也 八女市立花町山崎５７７－１

（株）アズマ 代表取締役 中島　一嘉 八女市吉田1645-4

山口産業（株） 代表取締役 山口　篤樹 多久市多久町3555-120

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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電気 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）山口電設 代表取締役 山口　幸子 八女市宮野217-1

西部電業（株） 代表取締役 井上　孝 久留米市西町1139-15

牛島設備工業（有） 代表取締役 牛島　敏光 八女市吉田841番地2

ダイワ・エンジニアリング 代表者 後藤　正信 八女市井延5‐13

（有）姫野電気 代表取締役 姫野　俊典 八女市本町2-444

（有）鹿野電気商会 代表取締役 鹿野　榮次 八女市室岡535

牧野電気工事（株） 代表取締役 牧野　紘實 八女市本町254番地の5

牛島電機工業（株） 代表取締役 牛島　弘人 八女市本村425-85

（有）松門電設 代表取締役 松門　光夫 八女市忠見1101-1

（有）橋爪電気工事 取締役 橋爪　俊 八女市吉田1385

富士電機（株）九州支社 支社長 田中　淳 福岡市博多区店屋町5-18

（株）関電工　九州支社 九州支社長 永翁　広志 福岡市中央区薬院1-1-1薬院ビジネスガーデン４階

九有電子工業（株） 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 支社長 戸田　庄一 福岡市中央区薬院3-1-24
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

大東電気工事（株） 代表取締役 家永　雅文 久留米市津福本町1656-5

八千代電設工業（株）九州営業所 所長 辻　正昭 福岡市博多区博多駅東3-9-7

（株）明興テクノス　福岡支店 支店長 弓指　太 福岡市東区社領1-9-16

西日本オートメーション(株) 代表取締役 小貫 順 福岡市博多区堅粕4-23-12

高砂熱学工業（株）九州支店 執行役員支店長 御手洗　淳 福岡市博多区博多駅前2-19-24

三菱電機（株）九州支社 支社長 真釼　康治 福岡市中央区天神二丁目12番1号天神ビル

（株）ドーワテクノス環境システム　営業部福岡営業部 部長 吉武　洋久 福岡市博多区博多駅東2-4-31第5岡部ﾋﾞﾙ5階

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

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

エクシオグループ（株）九州支店 常務執行役員九州支店長 渡辺　光政 福岡市南区玉川町７－８

富士古河Ｅ＆Ｃ（株）九州支店 支店長 飯田　壮一 福岡市博多区店屋町5-18

ＮＥＣネッツエスアイ㈱　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

(株)ＧＳユアサ  九州支社 支社長 齋藤　浩義 福岡市中央区天神二丁目12-1

新生テクノス（株）　九州支社 支社長 中谷　圭児 福岡市博多区博多駅東二丁目9-1

（株）佐電工  福岡支店 取締役支店長 齊藤　信泰 福岡市早良区祖原21番2号

㈱菅原　福岡営業所 所長 今林　忠久 福岡市東区箱崎4丁目15-37

日本コムシス（株）九州支店 支店長 上村　幸太郎 福岡市博多区千代2-15-12

（株）ＳＹＳＫＥＮ　福岡支社 取締役支社長 村上　一成 福岡市博多区千代2丁目15番12号

（株）新栄電業社 代表取締役 原　伸輔 久留米市西町1215番地

三交電気工事（株） 代表取締役 松尾　実 福岡市南区横手3-14-15

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

（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

ＥＭ田中 事業主 入部  巧 八女市鵜池301-15

（株）アイワ・エンジニアリング 代表取締役 平塚　洋一 久留米市西町1222番地

第一警備保障（株） 代表取締役 宮原　和貴 北九州市戸畑区川代二丁目1番2号

（株）トオーツウ 代表取締役 日高　久太 北九州市小倉北区熊谷四丁目15番7号

住友電設（株）九州支店 支店長 池田　啓一郎 福岡市博多区下川端町1番1号明治通りビジネスセンター7階

九昭電設工業（株）福岡営業所 所長 筒井　久夫 大野城市御笠川2丁目17-4オフィスパレア御笠川X3号室

（株）日本電子 代表取締役 梅本  享祐 福岡市南区折立町5-59

（株）ミライト  九州支店 支店長 福島　弘典 福岡市博多区上呉服町10番1号

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

（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）弘電社  九州支店 支店長 田村　誉嗣 福岡市博多区東比恵三丁目12番16号

三機工業（株）九州支店 執行役員支店長 川口　淳二 福岡市博多区博多駅前3-2-1

（株）きんでん  九州支社 常務執行役員支社長 吉田　靖 福岡市博多区祇園町7番20号博多祇園センタープレイス5階
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（株）酉島製作所　九州支店 支店長 神田　昭憲 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

日本電設工業㈱　九州支店 執行役員支店長 加藤　大蔵 福岡市博多区比恵町13-7

（株）九電工 八女営業所 所長 藤井　昇 八女市蒲原1284

（株）マツウラ 代表取締役 松浦　文人 柳川市三橋町江曲137-2

西鉄電設工業（株） 代表取締役 青木　忠司 福岡市博多区三筑2-20-6

（株）島田電気商会 代表取締役 島 田  茂 福岡市中央区警固2丁目3番29号

東光電気工事（株）九州支社 支社長 山中　良平 福岡市中央区薬院3-15-6
明電ファシリティサービス（株）九州支店 支店長 高橋　昌義 福岡市博多区住吉五丁目5-3

川浪電気工事（株） 代表取締役 永野 英明 久留米市本町12番地16

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
三菱電機ビルソリューションズ（株） 九州支社 役員理事支社長 徳永　俊太郎 福岡市博多区住吉1-2-25

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

（株）九州ＡＶ 代表取締役 釘﨑　匡俊 久留米市山川神代1-1-6

（株）明電舎　九州支店 支店長 小室　直人 福岡市博多区住吉五丁目5番3号

（株）正興電機製作所 代表取締役社長 添田　英俊 福岡市博多区東光2-7-25

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）高田電気 代表取締役 高田　秀康 八女市上陽町北川内15-6

緒方通信（株） 代表取締役 緒方　則雄 八女市豊福66-1

（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

リオス 代表取締役 髙山　幸治 福岡市博多区井相田二丁目8番15号

日米電子（株） 代表取締役社長 湯淺　米男 福岡市中央区大宮1丁目3番10号

（株）九州日立 代表取締役 吉田　徳昭 福岡市早良区百道浜2-1-1

（株）山口電気 代表取締役 山口　正成 八女市星野村13092-7

飯塚電機工業（株）　福岡支店 支店長 三好　理 福岡市博多区博多駅東1-13-9

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）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

栗原工業（株）　九州支店 支店長 松浦 良一 福岡市博多区下呉服町２－２９

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
新明和アクアテクサービス（株）九州センター 所長 出口　恒二 福岡市博多区半道橋1-2-1

（有）立花電工 代表取締役 高木　剛正 八女市立花町北山408-1

大洋電気（株） 代表取締役 石見　郁康 福岡市博多区三筑1丁目6番10号

電気興業（株）九州支店 専任次長 内村　哲夫 福岡市早良区百道浜1-7-5

（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丁目19番27号

日比谷総合設備（株）九州支店 執行役員支店長 金子　昌史 福岡市博多区博多駅東2-5-1
三井金属エンジニアリング（株）　九州支店 支店長 古賀　直樹 大牟田市大字唐船2100番地
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

（株）井手電工 代表取締役 井手　保臣 八女市黒木町田本150-2

中村電業 代表者 中村　親喜 八女市立花町上辺春405

（株）秀電社 代表取締役 秀嶋　克仁 福岡市博多区対馬小路9番23号

松本電気工事店 代表 松本　美千枝 八女市黒木町本分1243-3

丸茂電機（株）福岡営業所 所長 江森　清 福岡市中央区大名1-14-45

（株）カワデン 代表取締役 金子　晴樹 久留米市本町12番地13-2

（株）サンヨウ 代表取締役 新田　五常 小郡市古飯764番地1

共立エンジニアリング（株） 代表取締役 矢加部　勝徳 久留米市山川追分1丁目4番24号
シンフォニアエンジニアリング（株）九州支店 支店長 柿川　誠一 福岡市博多区博多駅前4-13-6

（株）サンテック 九州支社 支社長 四田　惠 福岡市中央区平尾一丁目8番24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

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

ジャトー（株） 代表取締役 小野　謙治 大阪府大阪市北区末広町1-22

（株）ウォーターテック　西日本支店 支店長 中村　幸男 福岡市博多区博多駅前1-18-6
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はやし電器 代表者 林  純 一 八女市黒木町桑原62-8

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）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）オーム電工 代表取締役 池田　晴雄 久留米市高良内町3155番地の14

西日本三建サービス（株） 代表取締役社長 外峯　勲男 福岡市中央区舞鶴2丁目4番5号
シンフォニアテクノロジー（株）九州支店 支店長 永井　博幸 福岡市博多区博多駅前2-1-1

（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）中原電工 代表取締役 中原　久夫 みやま市瀬高町本郷56番地の1

渡辺冷熱（有） 代表取締役 渡辺　和敏 八女郡広川町大字水原803-2

（有）ニューメディアエンジニアリング 代表取締役 永井  剛 大牟田市本町5-2-12

（株）アズマ 代表取締役 中島　一嘉 八女市吉田1645-4

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

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

上内電気（株） 代表取締役 境 のり子 福岡市中央区舞鶴3丁目6番23号

熊川工業（株） 代表取締役 熊川 大祐 福岡市東区水谷3丁目26-20

協和機電工業（株） 福岡支店 支店長 多良　栄真 福岡市博多区博多駅前一丁目6番16号

（有）創広電気商会 代表取締役 木下　力栄 柳川市東蒲池638-1

テクノシステム（株） 代表取締役 梅田 公平 福岡市博多区井相田3丁目7-12

（株）東光高岳　九州支社 支社長 今村　雅志 福岡市中央区渡辺通5-23-8

（株）筑後電設 代表取締役 木谷　祐一 久留米市合川町1774-9

（有）第一電気 代表取締役 津留﨑　義晴 久留米市小頭町2-26

内田電機工業（株） 代表取締役 池上　秀一 八女郡広川町大字藤田724-7

アルプス工業（株） 代表取締役 久田 康照 春日市下白水北6-55

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

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

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

野里電気工業（株）九州支店 支店長 宮﨑　秀和 北九州市八幡西区陣原3-26-10

アイム電機工業（株）九州支店 支店長 荒木　智裕 遠賀郡水巻町猪熊10-2-16

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）平和電興 代表取締役社長 楢原　俊成 福岡市中央区薬院一丁目14-8

宮川電気工事（株） 代表取締役 古賀　洋 久留米市長門石四丁目13-25

（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
島津システムソリューションズ（株）福岡支店 支店長 毛屋　真吾 福岡市博多区冷泉町4-20島津博多ビル2階

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）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

アユミ電業（株） 代表取締役 今村　貴士 福岡市博多区光丘町二丁目3-8

ダイダン（株）　九州支社 執行役員九州支社長 麻生　博 福岡市中央区警固三丁目1-24

日本ファシリオ（株）福岡支店 支店長 友田　義弘 福岡市博多区博多駅前１丁目31-17東宝福岡ビル

（株）メイコウ 代表取締役 川原　啓佑 八女市緒玉279番地1

（株）別府電業 代表取締役 吹上　新治 福岡市早良区賀茂三丁目1-4

（株）ＥＣＯＭ 代表取締役 古賀　秀機 久留米市諏訪野町1826番地5

（株）川北電工　福岡支店 福岡支店長 藤村　幸夫 福岡市中央区渡辺通2丁目8番28号

（株）福岡防災センター 代表取締役 荒木　進 久留米市諏訪野町2272-2

（株）福岡電化商事 代表取締役 大神　菜穂美 うきは市吉井町268番地17
パナソニック建設エンジニアリング（株）　西日本支店 支店長 粟田　延也 福岡市中央区薬院３丁目１番２４号

大日通信工業（株）久留米営業所 久留米営業所所長 寺岡　忠春 久留米市御井籏崎4-6-7

（株）ハッセイ 代表取締役 樋口　和宏 北九州市八幡西区市瀬一丁目2番1号

（株）アセント 代表取締役 木越　健二 港区芝浦4丁目16番23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　陽ニ 福岡市博多区東比恵2-7-1

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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管 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

牛島設備工業（有） 代表取締役 牛島　敏光 八女市吉田841番地2

（株）吉田ボーリング工業 代表取締役 吉田  陽一 八女市本町360-1‐2

新菱冷熱工業（株）九州支社 執行役員支社長 長沢　秀行 福岡市博多区綱場町3-3

川口ガス住設 事業主 川口　浩樹 八女市忠見671-2

牛島電機工業（株） 代表取締役 牛島　弘人 八女市本村425-85

（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）研進産業 代表取締役 高木　英範 福岡市博多区吉塚6-6-59

（株）中村 代表取締役 中村　信一 八女市龍ケ原263

（有）タナカエンジニア 代表取締役 田中　次郎 八女市龍ケ原5-1

津福工業（株） 代表取締役社長 津福 一宏 久留米市梅満町1202

（株）オカベ工事 代表取締役 野見山　明美 飯塚市花瀬102-72

（株）梅崎工業 代表取締役 梅崎　義一 柳川市片原町22-1

（株）テクノ大地 代表取締役 髙木　正邦 久留米市大善寺町夜明1023番地

（株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚6丁目6番36号

蔵田工業（株） 代表取締役 蔵田  崇晴 福岡市南区大楠2-12-12

（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

高砂熱学工業（株）九州支店 執行役員支店長 御手洗　淳 福岡市博多区博多駅前2-19-24

大成設備（株）　九州支店 支店長 藤江　康弘 福岡市博多区住吉4-1-27

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

大橋エアシステム（株） 代表取締役社長 井上　久行 福岡市中央区薬院2-3-41

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

立花鉄工建設（株） 代表取締役 平島　輝昭 八女市納楚６９７－１

富士古河Ｅ＆Ｃ（株）九州支店 支店長 飯田　壮一 福岡市博多区店屋町5-18

（株）テクノユース 代表取締役 脇山　一春 福岡市城南区鳥飼5-7-1

（株）佐電工  福岡支店 取締役支店長 齊藤　信泰 福岡市早良区祖原21番2号

㈱菅原　福岡営業所 所長 今林　忠久 福岡市東区箱崎4丁目15-37

（株）カブード 代表取締役 橋本　恒幸 福岡市早良区内野四丁目14番8号

川本工業（株）九州支店 支店長 粟木原　宏 福岡市博多区博多駅南1-3-6

空研工業（株）工事部 部長 過能　圭介 福岡市西区内浜2丁目4番38号

東機械工業（株） 代表取締役 永安  勉 福岡市博多区博多駅南4-18-5

八女カイセー（株） 代表取締役 増永　健 八女郡広川町大字太田1024番地

（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

ＥＭ田中 事業主 入部  巧 八女市鵜池301-15

新日本空調（株）　九州支店 支店長 香山　毅 福岡市博多区上呉服町10番1号博多三井ビル

（株）乗富鉄工所 代表取締役 乘冨　銀藏 柳川市三橋町柳河934-4

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

三機工業（株）九州支店 執行役員支店長 川口　淳二 福岡市博多区博多駅前3-2-1

（株）朝日工業社　九州支店 常務執行役員支店長 中島　重雄 福岡市中央区警固2-17-6

（株）九電工 八女営業所 所長 藤井　昇 八女市蒲原1284

東洋熱工業（株）九州支店 支店長 土屋　幹 福岡市博多区博多駅前4-13-11

西鉄電設工業（株） 代表取締役 青木　忠司 福岡市博多区三筑2-20-6
新明和工業（株）　流体事業部　営業本部　九州支店 支店長 西村　聡 福岡市博多区豊1丁目9番43号

（株）ケイ・エスクラフト工業 代表取締役 川口　敬介 福岡市城南区東油山6丁目5番29号

大管工業（株） 代表取締役 中島　栄一 福岡市中央区平尾3丁目1番3号

（株）テクネ 代表取締役 原  崇 福岡市博多区麦野1丁目13-6

管清工業（株）九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂5丁目3番13号

共栄環境開発（株） 代表取締役 久留須　智子 大牟田市汐屋町5-15
三菱電機ビルソリューションズ（株） 九州支社 役員理事支社長 徳永　俊太郎 福岡市博多区住吉1-2-25

大成温調（株）九州支店 九州支店長 米倉　稔 福岡市博多区博多駅東3-13-28

（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

（有）ヤマト 代表取締役 久間　千徳 八女市上陽町北川内278‐3

環境エンヂニアリング（株） 代表取締役 山本　貞夫 福岡市城南区飯倉1丁目4-38

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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（株）九州日立 代表取締役 吉田　徳昭 福岡市早良区百道浜2-1-1

（株）山口電気 代表取締役 山口　正成 八女市星野村13092-7

飯塚電機工業（株）　福岡支店 支店長 三好　理 福岡市博多区博多駅東1-13-9
住友重機械エンバイロメント（株）福岡支店 支店長 加島　喜裕 福岡市博多区店屋町8番30号

栗原工業（株）　九州支店 支店長 松浦 良一 福岡市博多区下呉服町２－２９

（株）精研　九州営業所 所長 岩永  力 福岡市博多区博多駅東1-14-25
新明和アクアテクサービス（株）九州センター 所長 出口　恒二 福岡市博多区半道橋1-2-1

九州ビルサービス（株） 代表取締役 古村 勝 久留米市梅満町高海1650-11

（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）伊藤鐵工所　九州支店 九州支店長 上村　心 大野城市川久保3-7-35

（株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

九州洗罐工事（株） 代表取締役 中村　亮輔 柳川市西蒲池1142-2

（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）ダイキアクシス 福岡支店 支店長 白石　晃久 福岡市博多区那珂4-14-28

日比谷総合設備（株）九州支店 執行役員支店長 金子　昌史 福岡市博多区博多駅東2-5-1
三井金属エンジニアリング（株）　九州支店 支店長 古賀　直樹 大牟田市大字唐船2100番地

ホシザキ北九㈱ 代表取締役 原　幹弘 福岡市博多区博多駅南3-18-9

(有)牛嶋住興 代表取締役 牛嶋　寿人 八女市立花町山崎1067-1

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

昭和鉄工（株） 代表取締役 日野　宏昭 糟屋郡宇美町大字宇美3351番地8

エスエスエンジニア㈱ 代表取締役 添　田　正　晴 直方市大字下境2123番地

共立エンジニアリング（株） 代表取締役 矢加部　勝徳 久留米市山川追分1丁目4番24号

（株）荏原製作所　九州支社 支社長 太田　賢一 福岡市博多区美野島一丁目2番8号ＮＴビル

（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

西日本三建サービス（株） 代表取締役社長 外峯　勲男 福岡市中央区舞鶴2丁目4番5号

光伸（株） 代表取締役社長 川﨑　義徳 大阪市鶴見区鶴見六丁目9番26号

（有）田中商会 代表取締役 田　中　和　浩 小郡市三沢1230番地の2

渡辺冷熱（有） 代表取締役 渡辺　和敏 八女郡広川町大字水原803-2

（有）ニューメディアエンジニアリング 代表取締役 永井  剛 大牟田市本町5-2-12

（株）岡工務店 代表取締役 岡 照久 柳川市本町68番地の9

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

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

丸谷商事 代表者 谷川　和子 八女市本町568-1

（株）福設 代表取締役社長 髙場　康一 福岡市南区塩原4丁目1番7号

三洲建設（株） 代表取締役 冨安　正年 筑後市大字蔵数575-1

アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号

（株）行橋玄洋社 代表取締役 原　俊行 行橋市大字長木1273

須賀工業（株）　九州支店 支店長 大石　昌巳 福岡市博多区千代2-8-32

（有）岩本住設 代表取締役 江良　俊明 八女市吉田2078番地の5

（有）椿原住宅設備 代表取締役 椿原　淳 八女市黒木町黒木83-1

（有）スミ設備工業 代表取締役 角　浩一郎 八女市川犬1349-1

おはよう設備（有） 代表取締役 西　航平 大川市大字上巻270-1

（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

アイム電機工業（株）九州支店 支店長 荒木　智裕 遠賀郡水巻町猪熊10-2-16

（株）テクノ菱和　九州支店 執行役員支店長 堀下　浩 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号

中島空調設備（株） 代表取締役 中島　幹夫 久留米市南3丁目24-21
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

アユミ電業（株） 代表取締役 今村　貴士 福岡市博多区光丘町二丁目3-8

三建設備工業（株）九州支店 執行役員支店長 永田　博巳 福岡市博多区店屋町1-35

ダイダン（株）　九州支社 執行役員九州支社長 麻生　博 福岡市中央区警固三丁目1-24

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

日本ファシリオ（株）福岡支店 支店長 友田　義弘 福岡市博多区博多駅前１丁目31-17東宝福岡ビル
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（株）メイコウ 代表取締役 川原　啓佑 八女市緒玉279番地1
パナソニック建設エンジニアリング（株）　西日本支店 支店長 粟田　延也 福岡市中央区薬院３丁目１番２４号

（株）ハッセイ 代表取締役 樋口　和宏 北九州市八幡西区市瀬一丁目2番1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

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野　通久 今治市国分一丁目1番18号
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ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 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

富士建設工業㈱ 代表取締役 鳴海　利彦 新潟市北区島見町3307番地16

（株）木下築炉 代表取締役 安樂　真澄 大分県大分市大字迫817番地

（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

太陽築炉工業（株） 代表取締役社長 江口　正司 福岡市博多区東公園6番号21号

（株）ヤマサキ 代表取締役 山﨑　一正 大牟田市大字橘11番地

虹技（株） 代表取締役 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町4丁目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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業者名 代表者役職 代表者名 所在地

進栄工業（株） 代表取締役 馬場  茂 八女市馬場37

（株）オカベ工事 代表取締役 野見山　明美 飯塚市花瀬102-72

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）大川鉄工 代表取締役 三砂　豊博 大川市大字酒見535

開成工業（株）福岡営業所 所長 勝　信太郎 福岡市東区多の津2丁目4-5-2F

立花鉄工建設（株） 代表取締役 平島　輝昭 八女市納楚６９７－１

川田建設（株）　九州支店 執行役員支店長 西村　修 福岡市博多区博多駅東2-5-19

日新産業（株） 代表取締役 辻  隆一郎 福岡市博多区月隈二丁目４番２号

オリエンタル白石（株）　九州支店 支店長 山﨑　直人 福岡市中央区天神4-2-31

八女カイセー（株） 代表取締役 増永　健 八女郡広川町大字太田1024番地

（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

（株）乗富鉄工所 代表取締役 乘冨　銀藏 柳川市三橋町柳河934-4

矢田工業（株）九州営業所 所長 青木　肇 福岡市博多区比恵町1－30－206

（株）ケイ・エスクラフト工業 代表取締役 川口　敬介 福岡市城南区東油山6丁目5番29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）ミゾタ　福岡支店 支店長 石黒　剛 福岡市博多区東比恵3丁目17番5号

㈱協和製作所　福岡営業所 所長 小林　亮 福岡市博多区寿町二丁目4番25号

日東河川工業（株）九州営業所 所長 牛嶋　直幹 福岡市博多区竹丘町1丁目5番31号

電気興業（株）九州支店 専任次長 内村　哲夫 福岡市早良区百道浜1-7-5
（株）豊国エンジニアリング　九州営業所 所長 釘﨑　勇二 久留米市東合川新町11-28

（株）ピースプロセス工芸 代表取締役 坂井　智一 八女市黒木町黒木165

エスエスエンジニア㈱ 代表取締役 添　田　正　晴 直方市大字下境2123番地

山九（株）　製造・調達部 部長 松尾 公靖 北九州市八幡西区築地町10番

（株）プランテムタナカ 代表取締役 田中　義郎 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目1番26号

ニシダテクノサービス（株） 代表取締役 前田　優 熊本県宇土市松山町1974

（株）有明工業 代表取締役 中川　英幸 玉名郡玉東町稲佐155

溝田農材（株）八女支店 八女支店長 式　重行 八女市馬場259

前澤工業（株）九州支店 支店長 今田　和明 福岡市中央区天神一丁目15番6号

（株）ウシジマ 代表取締役 牛嶋　敏雄 朝倉郡筑前町三牟田233-1

（株）ＩＨＩインフラ建設　九州支店 支店長 池田　知明 福岡市中央区高砂1丁目11番3号

宮地エンジニアリング㈱福岡営業所 所長 田頭　正臣 福岡市中央区長浜2-4-1

清本鉄工（株）福岡支社 支社長 安藤　裕彦 福岡市博多区綱場町1番1号D-LIFEPLACE呉服町

（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

髙宮鐵工（株） 代表取締役 髙原　武彦 直方市知古1丁目6番14号

（株）オーツボ 代表取締役 大坪　とも子 柳川市大和町徳益711-2

（株）名村造船所　福岡営業所 所長 白川　誠司 福岡市中央区天神3-2-20

（株）ニチゾウテック　九州事業部 九州事業部長 作本　啓治 熊本県玉名郡長洲町大字有明1番地

東海鋼管（株）　福岡営業所 所長 岡田　学 福岡市博多区博多駅南4-3-9-304

日本鉄塔工業（株）　福岡営業所 所長 酒田　辰也 福岡市中央区春吉1丁目7番11号

山口産業（株） 代表取締役 山口　篤樹 多久市多久町3555-120
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ほ装 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）桐明建設工業 取締役 桐明　武 八女市今福1025-1

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

成央建設（株） 代表取締役 橋爪　広幸 八女市高塚679番地

豊建設（有） 代表取締役 安達　元一 八女市亀甲160-3

下川建設（株） 代表取締役 下川　義弘 八女市稲富646

東和建設（株） 代表取締役 下川　征二 八女市川犬743-1

オオキタ建設（株） 代表取締役 北島　正道 八女市酒井田315番地1

平成建設（株） 代表取締役 金子　正行 八女市蒲原1372-3

橋村建設工業（有） 代表取締役 橋村　好信 八女市吉田1154番地1

（株）三晃建設 代表取締役 井手口　良文 八女市平田602-3

（株）石橋組 代表取締役社長 石橋　健藏 八女市高塚281番地1

（株）木下組 代表取締役 木下　豊次 八女市高塚495番地

（株）石橋工業 代表取締役 田中　慎太郎 八女市立野85-6

（株）大藪建設 代表取締役 大藪　明宏 八女市馬場343-1

（有）橋山建設工業 代表取締役 橋山　秀親 八女市山内1206-1

大石組 代表者 大石　良雄 八女市柳瀬139

（有）美土里測量建設 代表取締役 服部　美千子 八女市平田43-1

諸冨造園 代表者 諸冨　裕文 八女市光230-4

斉藤造園 齊藤　廣喜 八女市室岡797-1

奥アンツーカ（株）西日本支店 支店長 三好　一弘 福岡市博多区板付6丁目3番24号

松山建設（株） 代表取締役 松山　孝義 福岡市中央区高砂2丁目24番23号

平井スポーツ建設（株） 代表取締役 平井　秀文 福岡市東区箱崎1-35-7

（株）時里組 代表取締役 時里　功 久留米市荒木町今222-1

興亜建設工業（株）　大牟田支店 代表取締役大牟田支店長 末吉　大吉 大牟田市日出町一丁目4番6号

（株）法研工業 代表取締役 髙田　年春 田川市夏吉322番地

（株）豊栄工業 代表取締役 川原  恵介 久留米市上津町2385番地の26

（株）広建 代表取締役 野　中　吉　文 八女郡広川町大字長延832番地の2

九州環境建設（株） 代表取締役社長 福山　正太 久留米市津福本町1649番地の51

（株）原組 代表取締役 原　一博 八女市黒木町今523-1

昭和舗道（株） 代表取締役 徳永　博昭 柳川市上宮永町138

進和舗道（株） 代表取締役 江口 さおり 筑後市大字溝口921-2

日東道路（株） 代表取締役 下川　重光 福岡市博多区比恵町1番18号

松尾建設（株）　福岡支店 支店長 味志　聡 福岡市中央区薬院３丁目４番９号

瀬口舗道（株）　筑後支店 支店長 一木　繁 筑後市大字熊野873-1

（株）大久保建設 代表取締役 大久保　周礎 久留米市御井町2436番地7

岩崎建設（株） 代表取締役 岩崎　成敏 福岡市中央区西中洲12-25

八女舗道（株） 代表取締役 原口　圭介 八女市黒木町湯辺田626-1

松鶴建設（株） 代表取締役 中尾　栄二 福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号

モリアキ建設（有） 代表取締役 井手　英明 八女市黒木町本分1288-1

（株）クリア 代表取締役 松尾　直樹 八女市立花町白木6615

（有）井上組 代表取締役 井上　政敏 八女市上陽町北川内2520番地3

（有）上陽建設 代表取締役 井上　利通 八女市上陽町上横山321-1

やひめ建設（株） 代表取締役 大石　秀夫 八女市忠見255番地1

日本体育施設㈱　九州営業所 所長 神倉　正法 福岡市南区大池1-23-15

（有）喜水 代表取締役 石橋　一美 八女市稲富601番地5

(有)酒井工業 代表取締役 酒井　信幸 八女市黒木町今1215

（株）酒井組 代表取締役 酒井　徳弥 八女市黒木町今656番地4

（株）山口組 代表取締役 山口　友徳 八女市星野村13752番地8

（株）吉開組 代表取締役 吉開　正和 八女市矢部村北矢部10388-3

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

（有）立花工務店 代表取締役 牛島　敏幸 八女市立花町北山5400
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ほ装 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
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（有）中島土木 代表取締役 中島 弘和 八女市立花町上辺春6362

（有）カキハラ 代表取締役 川崎　朋和 八女市蒲原1295-3

持丸建設工業（株） 代表取締役 持丸　小百合 八女市立花町北山455番地1

日伸建設（株） 代表取締役 吉開　伸吾 八女市矢部村北矢部10220-1

（有）小川組 代表取締役 小川  隆 八女市黒木町北大淵5913

（有）江田土木 代表取締役 江田　和禧 八女市黒木町大淵4919-3

松尾建設工業（株） 代表取締役 松尾　英樹 八女市立花町白木6616

（株）蒲池建設 代表取締役 蒲池　友茂 八女市立花町山崎2316-2

（株）塩塚組 代表取締役 塩塚　文博 八女市立花町北山2495

（有）合原組 代表取締役 合原　知巳 八女市黒木町木屋4516-3

岡本土木（株） 代表取締役 前田　英明 北九州市小倉北区貴船町９番１３号

（有）川原興業 代表取締役 川原　孝助 八女市黒木町本分1802-3

瑞宝建設（株） 代表取締役 荒山　徳美 八女市黒木町土窪2661-2

（株）大徳 代表取締役 堤  隆徳 八女市黒木町土窪1515-1

（有）早見建設 代表取締役 早見　信子 八女市立花町北山5102番地2

東亜道路工業（株）福岡営業所 所長 桑島　隆司 福岡市博多区西月隈６丁目３番２８号

九州ニチレキ工事（株） 代表取締役 桐原　敦 福岡市東区香椎浜ふ頭2－3－17

（株）猪口建設 代表取締役 猪口　進二 八女郡広川町大字水原1433-1

濱崎建設（株） 代表取締役 濱崎　邦彦 久留米市宮ノ陣六丁目27番16号

熊川工業（株） 代表取締役 熊川 大祐 福岡市東区水谷3丁目26-20

(有）日栄工業 代表取締役 森　崇史 大牟田市大字四ヶ513番地

（株）平田組 代表取締役 平田　立身 朝倉市甘木2047-2

のぼる技建（株） 代表取締役 竹下　啓悟 大牟田市萩尾町2丁目34番地1

（株）躍進工業 代表取締役 金子　智恵 八女市柳島51-2

（有）シンエイ工業 代表取締役 牛島　眞徳 八女市国武8番地

（株）栗山建設 代表取締役 栗山　清規 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2

㈱久保工務店　福岡営業所 営業所長 鎌田　政治 福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル708号

大一舗道（株） 代表取締役 川浪　良一 筑後市大字前津642番地

（株）山翔 代表取締役 山科　譲二 八女市星野村10345番地

（株）大坪 代表取締役 大坪　昭三郎 八女市龍ケ原251番地10

大住工業（株） 代表取締役 大住　行弘 八女市国武693-1

美津濃（株） 代表取締役社長 水野　明人 大阪市住之江区南港北1丁目12番35号

針組 事業主 針　日出光 八女市立花町谷川1249番地1
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しゅんせつ 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）研進産業 代表取締役 高木　英範 福岡市博多区吉塚6-6-59

（株）西鉄グリーン土木 代表取締役 岡村　卓也 福岡市中央区大名一丁目4番１号

佐和屋産業（株） 代表取締役 眞鍋　朋美 筑紫野市大字山家4055-1

共栄環境開発（株） 代表取締役 久留須　智子 大牟田市汐屋町5-15

八光海運（株）　熊本支店 支店長 内山　朋之 熊本県上天草市大矢野町登立3355-1

（株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町2300-10

（株）行橋玄洋社 代表取締役 原　俊行 行橋市大字長木1273

㈱サンコービルド　大牟田支店 取締役支店長 山下　久行 大牟田市西港町2丁目15番地7
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板金 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）櫨川工業 代表取締役 櫨川　龍也 八女市立花町山崎５７７－１

（株）アズマ 代表取締役 中島　一嘉 八女市吉田1645-4
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ｶﾞﾗｽ 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

山田工業（株） 代表取締役 井口　照美 久留米市大善寺町宮本621番地

亀屋硝子（株） 代表取締役 堤  清一 久留米市通町108-7

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

29 / 48 ページ



塗装 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）野中塗装店 代表取締役 野中　浩 八女市納楚272-1

（有）古賀塗装店 代表取締役 古賀　俊文 八女市津江3

牛島塗装工業（株） 代表取締役 牛島　良 八女市平田601-2

（株）田川ライン　筑後支店 支店長 古賀　行 筑後市大字鶴田764-3

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

九州興建（株） 代表取締役 柴田　冨美子 福岡市西区拾六町3丁目8番10号

（株）ハットリ 代表取締役 服部　伸児 福岡市博多区東那珂2-2-11

（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

（有）徳栄産業 取締役 倉冨　誓子 久留米市国分町39-6

（有）ハヤシ・プロップ 代表取締役 林 力 久留米市上津町1386-155

（株）カネコ 代表取締役 兼子　勝吉 柳川市保加町72

（株）マツエイ 代表取締役 松本　康弘 大牟田市天領町1-303

（株）綿貫　筑後支店 支店長 綿貫　栄子 筑後市大字西牟田6392-6

（株）いとう工房 代表取締役 伊藤　督一 久留米市高良内町4596-22

岩橋塗装工業（株） 代表取締役 岩橋　栄司 久留米市津福本町1125-13

太陽工業（株） 代表取締役 岩　谷　直　子 福岡市南区弥永2-9-18

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

日東道路（株） 代表取締役 下川　重光 福岡市博多区比恵町1番18号

コモダ塗装（株） 代表取締役 菰　田　洋　一 久留米市瀬下町395-1

鍋田塗装(株) 代表取締役 鍋田　啓 八女市黒木町木屋4068番地

ニチハツ工業（株） 代表取締役 武藤　哲也 福岡市南区柳瀬2-15-8

（株）ダイシ　久留米営業所 所長 中垣　勝征 久留米市北野町中川2280番地4-103

ホゼン（株） 代表取締役 山下　鉄太郎 福岡市西区野方4丁目5番39号

(有)白水塗装店 代表取締役 白水　誠二 久留米市日ノ出町37番地1

（株）開発工業　久留米営業所 営業所長 徳永　隆 久留米市善道寺町飯田396-16

安冨工業 代表者 安冨　隆文 久留米市御井旗崎3-6-27

ＩＮＡＭＡＳＵ 代表 稲益　正則 久留米市東合川4丁目8番11号

(有)コクト装業 代表取締役 黒木　恵 久留米市東合川町183-1

安藤工事(株) 代表取締役 永堀　直宏 福岡市南区清水2丁目9番6号

亀屋硝子（株） 代表取締役 堤  清一 久留米市通町108-7

(株)大進道路施設 代表取締役 大久保　典幸 八女市立花町白木1061番地1

（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

大栄産業（株） 代表取締役 船原　順二 田川市大字奈良1587番地の4

ﾐｶﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 代表取締役 田中 穣治 福岡市博多区金の隈2丁目1番5号

（株）福岡安全 代表取締役 岸　川　美　和 福岡市西区内浜2丁目9番3号

（株）アプロテック 代表取締役 立石　光男 八女市蒲原2055番地1

寺崎工業（株） 代表取締役 寺崎　光 久留米市山本町豊田1149-1

大輝ロード（株） 代表取締役 大黒　亜紀子 福岡市東区青葉七丁目2-6

三原防水 代表 三原　力 久留米市本町6-163

津上産業（株）福岡支店 支店長 野口　幸伸 大野城市仲畑3丁目5番4号

㈱誠和興建 代表取締役 末　次　幸　子 久留米市善導寺町木塚1478-12

アスミテクノ（株） 代表取締役 村上　宜隆 福岡市博多区春町1丁目2番24号

（有）木元産業 代表取締役 木元　たち子 久留米市梅満町436番地の7

日本ライナー（株）　九州営業所 所長 鮫島　直樹 福岡市博多区麦野2-15-10

八光海運（株）　熊本支店 支店長 内山　朋之 熊本県上天草市大矢野町登立3355-1

（株）コンステック　福岡支店 支店長 森野　勤 福岡市博多区博多駅前1-21-28

日本エスエム（株）　久留米営業所 所長 中野　敏明 久留米市御井町1967番地1　A102

光栄産業（株） 代表取締役 岩田　博之 福岡市南区日佐3-38-15-107

野口研塗（株） 代表取締役 野口　達也 久留米市津福今町214-2

(株）マツダペイント 代表取締役 松田　孝則 久留米市宮ノ陣二丁目2-10

（株）Ｈ＆Ｙ 代表取締役 福川　祥史 久留米市梅満町48-1

（株）セレクト久留米営業所 営業所長 松本　義浩 久留米市荒木白口1757-3
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塗装 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
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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

河野建設（株） 代表取締役 河野　一幸 八女郡広川町大字日吉278番地

日本ディックライト（株）久留米支店 支店長 大道　登彦 久留米市城南町12-26
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防水 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）野中塗装店 代表取締役 野中　浩 八女市納楚272-1

（有）古賀塗装店 代表取締役 古賀　俊文 八女市津江3

牛島塗装工業（株） 代表取締役 牛島　良 八女市平田601-2

（株）ハットリ 代表取締役 服部　伸児 福岡市博多区東那珂2-2-11

（有）徳栄産業 取締役 倉冨　誓子 久留米市国分町39-6

（有）ハヤシ・プロップ 代表取締役 林 力 久留米市上津町1386-155

（株）カネコ 代表取締役 兼子　勝吉 柳川市保加町72

（株）マツエイ 代表取締役 松本　康弘 大牟田市天領町1-303

㈱キューボウ 代表取締役 尾関　美知 久留米市合川町422番地18

（株）綿貫　筑後支店 支店長 綿貫　栄子 筑後市大字西牟田6392-6

（株）いとう工房 代表取締役 伊藤　督一 久留米市高良内町4596-22

コモダ塗装（株） 代表取締役 菰　田　洋　一 久留米市瀬下町395-1

鍋田塗装(株) 代表取締役 鍋田　啓 八女市黒木町木屋4068番地

九建テクノス（株） 代表取締役 洲脇　良光 久留米市江戸屋敷2丁目5番33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

(有)白水塗装店 代表取締役 白水　誠二 久留米市日ノ出町37番地1

安冨工業 代表者 安冨　隆文 久留米市御井旗崎3-6-27

ＩＮＡＭＡＳＵ 代表 稲益　正則 久留米市東合川4丁目8番11号

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

(有)コクト装業 代表取締役 黒木　恵 久留米市東合川町183-1

（株）松岡左官工業 代表取締役 松岡　謙太 久留米市北野町中2358-1

安藤工事(株) 代表取締役 永堀　直宏 福岡市南区清水2丁目9番6号

大栄産業（株） 代表取締役 船原　順二 田川市大字奈良1587番地の4

（株）アプロテック 代表取締役 立石　光男 八女市蒲原2055番地1

三原防水 代表 三原　力 久留米市本町6-163

（株）渕上技工 代表取締役 渕上　康徳 久留米市藤山町1797-11

森田建設（株） 代表取締役社長 大山　繁久 大分県宇佐市大字長洲554番地の5

津上産業（株）福岡支店 支店長 野口　幸伸 大野城市仲畑3丁目5番4号

（株）栄住産業 代表取締役 宇都　和光 福岡市東区原田三丁目5-6

野口研塗（株） 代表取締役 野口　達也 久留米市津福今町214-2

(株）マツダペイント 代表取締役 松田　孝則 久留米市宮ノ陣二丁目2-10

（株）木村特殊工業 代表取締役 木村　光次 三井郡大刀洗町大字高樋2315番地68

技研防水工業（有） 代表取締役 永松　康嗣 福岡市南区清水三丁目7-7

日建工材（株） 代表取締役 進藤　博史 福岡市城南区片江四丁目8-8

（株）サニタリー 代表取締役 池本　宗隆 鹿児島市東谷山5丁目20番11号
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内装仕上 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）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

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）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

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
文化シャッターサービス（株）九州サービス支店 支店長 清武　太志 福岡市博多区元町1-7-8 ＭＦビルⅡ102
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機械器具設置 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

進栄工業（株） 代表取締役 馬場  茂 八女市馬場37

日本昇降機（株） 代表取締役 川口　勝正 福岡市博多区麦野4-7-6

ドリコ（株）福岡支店 支店長 濵﨑　満雄 福岡市博多区博多駅南1-3-11

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号

富士電機（株）九州支社 支社長 田中　淳 福岡市博多区店屋町5-18

（株）石垣　九州支店 支店長 吉武　隆浩 福岡市博多区博多駅前一丁目9番3号

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）オカベ工事 代表取締役 野見山　明美 飯塚市花瀬102-72

（株）フソウ　九州支店 支店長 森川　和彦 福岡市博多区博多駅前2丁目19番24号大博センタービル6階

（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
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

（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

理水化学（株）福岡支店 取締役福岡支店長 森下　泰行 福岡市博多区博多駅東3-11-28

蔵田工業（株） 代表取締役 蔵田  崇晴 福岡市南区大楠2-12-12

西日本オートメーション(株) 代表取締役 小貫 順 福岡市博多区堅粕4-23-12

（株）大川鉄工 代表取締役 三砂　豊博 大川市大字酒見535
（株）ドーワテクノス環境システム　営業部福岡営業部 部長 吉武　洋久 福岡市博多区博多駅東2-4-31第5岡部ﾋﾞﾙ5階

開成工業（株）福岡営業所 所長 勝　信太郎 福岡市東区多の津2丁目4-5-2F

東芝エレベータ（株）九州支社 支社長 河口　健士 福岡市中央区長浜2-4-1

㈱菅原　福岡営業所 所長 今林　忠久 福岡市東区箱崎4丁目15-37

日新産業（株） 代表取締役 辻  隆一郎 福岡市博多区月隈二丁目４番２号
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

東機械工業（株） 代表取締役 永安  勉 福岡市博多区博多駅南4-18-5

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

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）乗富鉄工所 代表取締役 乘冨　銀藏 柳川市三橋町柳河934-4

（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

三機工業（株）九州支店 執行役員支店長 川口　淳二 福岡市博多区博多駅前3-2-1

カッパー工業（株） 代表取締役 冨田　悟志 福岡市中央区笹丘2-22-34

（株）酉島製作所　九州支店 支店長 神田　昭憲 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

（株）クボタ  九州支社 支社長 和田　季弘 福岡市博多区博多駅前3-2-8
新明和工業（株）　流体事業部　営業本部　九州支店 支店長 西村　聡 福岡市博多区豊1丁目9番43号

（株）ケイ・エスクラフト工業 代表取締役 川口　敬介 福岡市城南区東油山6丁目5番29号

大管工業（株） 代表取締役 中島　栄一 福岡市中央区平尾3丁目1番3号

（株）テクネ 代表取締役 原  崇 福岡市博多区麦野1丁目13-6

サノヤス・エンテック（株）福岡支店 支店長 徳永　末徳 福岡市博多区東光二丁目22-35
三菱電機ビルソリューションズ（株） 九州支社 役員理事支社長 徳永　俊太郎 福岡市博多区住吉1-2-25

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

（株）明電舎　九州支店 支店長 小室　直人 福岡市博多区住吉五丁目5番3号

鎌田バイオ・エンジニアリング（株） 代表取締役 鎌田　博文 福岡市博多区博多駅南3-25-1

（株）ミゾタ　福岡支店 支店長 石黒　剛 福岡市博多区東比恵3丁目17番5号

（株）正興電機製作所 代表取締役社長 添田　英俊 福岡市博多区東光2-7-25

環境エンヂニアリング（株） 代表取締役 山本　貞夫 福岡市城南区飯倉1丁目4-38

㈱協和製作所　福岡営業所 所長 小林　亮 福岡市博多区寿町二丁目4番25号

富士建設工業㈱ 代表取締役 鳴海　利彦 新潟市北区島見町3307番地16

（株）九州日立 代表取締役 吉田　徳昭 福岡市早良区百道浜2-1-1

飯塚電機工業（株）　福岡支店 支店長 三好　理 福岡市博多区博多駅東1-13-9
住友重機械エンバイロメント（株）福岡支店 支店長 加島　喜裕 福岡市博多区店屋町8番30号
日本エレベーター製造（株）福岡営業所 所長 坂田　祥一 福岡市博多区東光2-3-18

水道機工（株）九州支店 支店長 小泉　和昭 福岡市中央区天神三丁目10番20号

日東河川工業（株）九州営業所 所長 牛嶋　直幹 福岡市博多区竹丘町1丁目5番31号
新明和アクアテクサービス（株）九州センター 所長 出口　恒二 福岡市博多区半道橋1-2-1
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機械器具設置 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
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（株）伊藤鐵工所　九州支店 九州支店長 上村　心 大野城市川久保3-7-35

（株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

（株）ケイ・イー・エス　福岡支店 取締役支店長 飯野　裕二 福岡市博多区博多駅東ニ丁目18番30号八重洲博多ビル6階

（株）ダイキアクシス 福岡支店 支店長 白石　晃久 福岡市博多区那珂4-14-28
（株）豊国エンジニアリング　九州営業所 所長 釘﨑　勇二 久留米市東合川新町11-28

内山体育施設（株） 代表取締役 原口　透 福岡市博多区博多駅南4-17-1

（株）アイワ　福岡営業所 所長 立野　治樹 福岡市南区柳瀬2-3-2
三井金属エンジニアリング（株）　九州支店 支店長 古賀　直樹 大牟田市大字唐船2100番地

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
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

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

（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

（株）秀電社 代表取締役 秀嶋　克仁 福岡市博多区対馬小路9番23号

エスエヌ環境テクノロジー㈱ 代表取締役 辻　勝久 大阪市此花区西九条5丁目3番28号

太陽築炉工業（株） 代表取締役社長 江口　正司 福岡市博多区東公園6番号21号

エスエスエンジニア㈱ 代表取締役 添　田　正　晴 直方市大字下境2123番地

（株）電業社機械製作所　九州支店 支店長 堤　雅嗣 福岡市博多区博多駅東二丁目10番35号

（株）プランテムタナカ 代表取締役 田中　義郎 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目1番26号

共立エンジニアリング（株） 代表取締役 矢加部　勝徳 久留米市山川追分1丁目4番24号
シンフォニアエンジニアリング（株）九州支店 支店長 柿川　誠一 福岡市博多区博多駅前4-13-6

（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

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

（株）有明工業 代表取締役 中川　英幸 玉名郡玉東町稲佐155

（株）ウォーターテック　西日本支店 支店長 中村　幸男 福岡市博多区博多駅前1-18-6

（株）荏原製作所　九州支社 支社長 太田　賢一 福岡市博多区美野島一丁目2番8号ＮＴビル

（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

前澤工業（株）九州支店 支店長 今田　和明 福岡市中央区天神一丁目15番6号

（株）ウシジマ 代表取締役 牛嶋　敏雄 朝倉郡筑前町三牟田233-1

光伸（株） 代表取締役社長 川﨑　義徳 大阪市鶴見区鶴見六丁目9番26号

清本鉄工（株）福岡支社 支社長 安藤　裕彦 福岡市博多区綱場町1番1号D-LIFEPLACE呉服町

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）岡工務店 代表取締役 岡 照久 柳川市本町68番地の9

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

協和機電工業（株） 福岡支店 支店長 多良　栄真 福岡市博多区博多駅前一丁目6番16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

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

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1-14-34

髙宮鐵工（株） 代表取締役 髙原　武彦 直方市知古1丁目6番14号

リュウテック昇降機（株） 代表取締役 赤星　隆幸 福岡市博多区東那珂3丁目5番33号

（株）オーツボ 代表取締役 大坪　とも子 柳川市大和町徳益711-2
日本オーチス・エレベータ（株） 九州支店 支店長 御家瀬　典之 福岡市博多区博多駅南1丁目2番13号

（株）ニチゾウテック　九州事業部 九州事業部長 作本　啓治 熊本県玉名郡長洲町大字有明1番地

（株）福設 代表取締役社長 髙場　康一 福岡市南区塩原4丁目1番7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）環境技研 代表取締役 原 敢 福岡市博多区麦野一丁目13-6

アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号

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

野里電気工業（株）九州支店 支店長 宮﨑　秀和 北九州市八幡西区陣原3-26-10

アイム電機工業（株）九州支店 支店長 荒木　智裕 遠賀郡水巻町猪熊10-2-16

（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

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
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（株）福岡九州クボタ 代表取締役 池浦　貞彦 福岡市南区野間1-11-36

虹技（株） 代表取締役 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町4丁目1

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 徳山　良一 大阪市中央区淡路町三丁目6番3号

共和化工（株）福岡支店 支店長 山口　貴臣 福岡市中央区大名2-4-22
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電気通信 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

日本電気（株）　九州支社 支社長 入佐　建一 福岡市中央区天神一丁目１０番２０号

富士電機（株）九州支社 支社長 田中　淳 福岡市博多区店屋町5-18

（株）関電工　九州支社 九州支社長 永翁　広志 福岡市中央区薬院1-1-1薬院ビジネスガーデン４階

九有電子工業（株） 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）明興テクノス　福岡支店 支店長 弓指　太 福岡市東区社領1-9-16
（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

西日本オートメーション(株) 代表取締役 小貫 順 福岡市博多区堅粕4-23-12

三菱電機（株）九州支社 支社長 真釼　康治 福岡市中央区天神二丁目12番1号天神ビル

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

（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

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

エクシオグループ（株）九州支店 常務執行役員九州支店長 渡辺　光政 福岡市南区玉川町７－８

ＮＥＣネッツエスアイ㈱　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

新生テクノス（株）　九州支社 支社長 中谷　圭児 福岡市博多区博多駅東二丁目9-1

日本コムシス（株）九州支店 支店長 上村　幸太郎 福岡市博多区千代2-15-12

（株）ＳＹＳＫＥＮ　福岡支社 取締役支社長 村上　一成 福岡市博多区千代2丁目15番12号

三交電気工事（株） 代表取締役 松尾　実 福岡市南区横手3-14-15

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

（株）トオーツウ 代表取締役 日高　久太 北九州市小倉北区熊谷四丁目15番7号

住友電設（株）九州支店 支店長 池田　啓一郎 福岡市博多区下川端町1番1号明治通りビジネスセンター7階

（株）日本電子 代表取締役 梅本  享祐 福岡市南区折立町5-59

（株）ミライト  九州支店 支店長 福島　弘典 福岡市博多区上呉服町10番1号

（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）きんでん  九州支社 常務執行役員支社長 吉田　靖 福岡市博多区祇園町7番20号博多祇園センタープレイス5階

日本電設工業㈱　九州支店 執行役員支店長 加藤　大蔵 福岡市博多区比恵町13-7

（株）九電工 八女営業所 所長 藤井　昇 八女市蒲原1284

東光電気工事（株）九州支社 支社長 山中　良平 福岡市中央区薬院3-15-6
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

川浪電気工事（株） 代表取締役 永野 英明 久留米市本町12番地16

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

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

（株）九州ＡＶ 代表取締役 釘﨑　匡俊 久留米市山川神代1-1-6

（株）明電舎　九州支店 支店長 小室　直人 福岡市博多区住吉五丁目5番3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

（株）正興電機製作所 代表取締役社長 添田　英俊 福岡市博多区東光2-7-25

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

緒方通信（株） 代表取締役 緒方　則雄 八女市豊福66-1

リオス 代表取締役 髙山　幸治 福岡市博多区井相田二丁目8番15号

日米電子（株） 代表取締役社長 湯淺　米男 福岡市中央区大宮1丁目3番10号

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
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

（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

栗原工業（株）　九州支店 支店長 松浦 良一 福岡市博多区下呉服町２－２９

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

電気興業（株）九州支店 専任次長 内村　哲夫 福岡市早良区百道浜1-7-5

（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）西日本電波サービス 代表取締役 野　村　庄　次 福岡市東区筥松一丁目11-3

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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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

（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丁目19番27号

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

（株）日立国際電気　九州支店 支店長 友野　守 福岡市博多区博多駅東2-13-34

明星電気㈱ 九州支店 支店長 池尻　秀人 福岡市中央区渡辺通2-1-82

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

ジャトー（株） 代表取締役 小野　謙治 大阪府大阪市北区末広町1-22

富士電機ITソリューション㈱福岡支店 支店長 三島　清治 福岡市博多区店屋町5-18

はやし電器 代表者 林  純 一 八女市黒木町桑原62-8

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）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

（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）中原電工 代表取締役 中原　久夫 みやま市瀬高町本郷56番地の1

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）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

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

上内電気（株） 代表取締役 境 のり子 福岡市中央区舞鶴3丁目6番23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

テクノシステム（株） 代表取締役 梅田 公平 福岡市博多区井相田3丁目7-12

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） 代表取締役 羅本　礼二 東京都渋谷区渋谷3-15-6

野里電気工業（株）九州支店 支店長 宮﨑　秀和 北九州市八幡西区陣原3-26-10

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）平和電興 代表取締役社長 楢原　俊成 福岡市中央区薬院一丁目14-8

（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）Ｎ＆Ｓエンタープライズ 代表取締役 中嶋　芳雄 熊本県熊本市北区楡木6丁目4番10号ｃｙｓビル

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

（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

アユミ電業（株） 代表取締役 今村　貴士 福岡市博多区光丘町二丁目3-8

（株）川北電工　福岡支店 福岡支店長 藤村　幸夫 福岡市中央区渡辺通2丁目8番28号

大日通信工業（株）久留米営業所 久留米営業所所長 寺岡　忠春 久留米市御井籏崎4-6-7

（株）アセント 代表取締役 木越　健二 港区芝浦4丁目16番23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　陽ニ 福岡市博多区東比恵2-7-1
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造園 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）ミキ企画 代表取締役 内田　三喜男 八女市室岡913-3

藤山庭園  八女営業所 所長 東城　仁美 八女市大籠300-3

（株）西鉄グリーン土木 代表取締役 岡村　卓也 福岡市中央区大名一丁目4番１号

諸冨造園 代表者 諸冨　裕文 八女市光230-4

斉藤造園 齊藤　廣喜 八女市室岡797-1

九州日植（株） 代表取締役 竹内　政典 福岡市南区大楠3丁目12-28

奥アンツーカ（株）西日本支店 支店長 三好　一弘 福岡市博多区板付6丁目3番24号

平井スポーツ建設（株） 代表取締役 平井　秀文 福岡市東区箱崎1-35-7

（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

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

（株）緑幸園 代表取締役 中山　木八 筑後市大字山ノ井580-3

ニチハツ工業（株） 代表取締役 武藤　哲也 福岡市南区柳瀬2-15-8

（株）九州緑化産業 代表取締役 坪井　真二 福岡市東区下原四丁目16番36号

（株）髙嶋造園 代表取締役 髙嶋　智久 久留米市東合川町514

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

（株）執行茂寿園 代表取締役 執行　英利 久留米市津福今町207

日本体育施設㈱　九州営業所 所長 神倉　正法 福岡市南区大池1-23-15

コジオ造園 代表 小塩　満浩 八女市稲富5番地

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

川嵜造園 代表者 川嵜　広光 八女市立花町原島314-1

広緑園 個人事業主 堤  広満 八女市黒木町本分2200-1

栗原造園 栗原　龍男 八女市黒木町北大渕7740

小森昌寿園 個人事業主 小森　加寿博 八女市矢部村矢部136

大翔グリーン 代表者 大石　美保 八女市新庄1606番地１

（株）テクノスグリーン 代表取締役 安岡 明仁 古賀市川原1264番地1

（株）栗山建設 代表取締役 栗山　清規 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2

瀧口観花苑（株） 代表取締役社長 瀧口　秀一 宗像市冨地原1527-2

宮﨑造園（株） 代表取締役 宮﨑　靖幸 久留米市荒木町荒木1979番地23

（株）万代園 代表取締役 中野　武俊 久留米市田主丸町恵利474番地1

美津濃（株） 代表取締役社長 水野　明人 大阪市住之江区南港北1丁目12番35号

（株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城5丁目21-21

都造園（株）筑後支店 支店長 中山　公二 筑後市大字久富659番地

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
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さく井 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

大栄開発（株）福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町9番13号

（株）吉田ボーリング工業 代表取締役 吉田  陽一 八女市本町360-1‐2

ドリコ（株）福岡支店 支店長 濵﨑　満雄 福岡市博多区博多駅南1-3-11

（株）日さく　九州営業所 所長 永安　裕次郎 福岡市博多区那珂三丁目21番29号

（株）ニチボー 代表取締役 藤井　浩三 福岡市博多区板付4-7-28

（株）テクノ大地 代表取締役 髙木　正邦 久留米市大善寺町夜明1023番地

日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡五丁目25番25号

新地研工業（株） 代表取締役 橋本　孝太郎 福岡市東区原田1丁目42番41号

新日本グラウト工業（株） 代表取締役 山本　晋也 福岡市南区清水1-15-18

（株）セイコー 代表取締役 伊藤　和彦 久留米市上津町1874番地

（株）カミナガ 代表取締役 古賀　俊行 福岡市博多区東比恵2-7-13

（株）髙木ボーリング 代表取締役 髙木　雅之 大牟田市南船津町２－１－８

筑邦土質（株） 代表取締役 棚町　保典 久留米市北野町高良1955番地の1

日本基礎技術（株）　九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘5丁目28-6

国土防災技術（株）福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町一丁目2番3号

（株）ジオシステム 代表取締役 大石　航平 福岡市博多区竹下五丁目19番22号

（株）明和テクニカル 代表取締役 松田　秀利 筑紫野市武蔵3-2-43

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
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建具 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

オリエント産業（株）久留米支店 支店長 藤井　正義 久留米市瀬下町1-1

山田工業（株） 代表取締役 井口　照美 久留米市大善寺町宮本621番地

亀屋硝子（株） 代表取締役 堤  清一 久留米市通町108-7

寺岡オートドア（株）　佐賀営業所 所長 今西 泰臣 佐賀市巨勢町牛島201-1
文化シャッターサービス（株）九州サービス支店 支店長 清武　太志 福岡市博多区元町1-7-8 ＭＦビルⅡ102
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水道施設 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

牛島設備工業（有） 代表取締役 牛島　敏光 八女市吉田841番地2

三洋道路（株） 代表取締役 下川　和幸 八女市稲富434-1

（株）吉田ボーリング工業 代表取締役 吉田  陽一 八女市本町360-1‐2

（株）桐明組 代表取締役 桐明　和広 八女市柳島92-1

成央建設（株） 代表取締役 橋爪　広幸 八女市高塚679番地

ドリコ（株）福岡支店 支店長 濵﨑　満雄 福岡市博多区博多駅南1-3-11

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

（株）日さく　九州営業所 所長 永安　裕次郎 福岡市博多区那珂三丁目21番29号

川口ガス住設 事業主 川口　浩樹 八女市忠見671-2

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号

（株）ホクショウ 代表取締役 北川　和文 八女市豊福287-1

（有）橋村住設 代表取締役 橋村　賢二 八女市黒木町田本178-1

（有）タナカエンジニア 代表取締役 田中　次郎 八女市龍ケ原5-1

西松建設（株）　九州支社 常務執行役員支社長 吉田　卓生 福岡市中央区薬院一丁目14番5号

（株）石垣　九州支店 支店長 吉武　隆浩 福岡市博多区博多駅前一丁目9番3号

（株）時里組 代表取締役 時里　功 久留米市荒木町今222-1

興亜建設工業（株）　大牟田支店 代表取締役大牟田支店長 末吉　大吉 大牟田市日出町一丁目4番6号

（株）梅崎工業 代表取締役 梅崎　義一 柳川市片原町22-1

日本国土開発（株）九州支店 支店長 草野　康成 福岡市博多区上呉服町10番1号

（株）フソウ　九州支店 支店長 森川　和彦 福岡市博多区博多駅前2丁目19番24号大博センタービル6階

（株）豊栄工業 代表取締役 川原  恵介 久留米市上津町2385番地の26

（株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸3-50-20

理水化学（株）福岡支店 取締役福岡支店長 森下　泰行 福岡市博多区博多駅東3-11-28

蔵田工業（株） 代表取締役 蔵田  崇晴 福岡市南区大楠2-12-12

（株）才田組 代表取締役 才田　善之 福岡市博多区光丘町1丁目2番30号

（株）広建 代表取締役 野　中　吉　文 八女郡広川町大字長延832番地の2

（株）竹中土木　九州支店 執行役員支店長 山田　敏昭 福岡市中央区天神四丁目2番20号

開成工業（株）福岡営業所 所長 勝　信太郎 福岡市東区多の津2丁目4-5-2F

アイサワ工業（株）　九州支店 支店長 木寺　勝彦 福岡市中央区天神1-2-4

三軌建設（株） 代表取締役 松本　喜代孝 福岡市博多区東光寺町一丁目13番5号

池田建設（株） 代表取締役 中島　美代子 筑後市大字野町312

大日本土木（株）　九州支店 支店長 中山　努 福岡市中央区大手門2-1-34

鉄建建設（株）九州支店 執行役員支店長 重永　秀彦 福岡市中央区荒戸二丁目1番5号

（株）淺沼組  九州支店 執行役員支店長 江﨑　彰夫 福岡市博多区博多駅東三丁目14番1号T-BuildingHAKATAEAST

（株）錢高組　九州支店 理事支店長 野間　栄喜 福岡市博多区店屋町2-16

（株）原組 代表取締役 原　一博 八女市黒木町今523-1

オリエンタル白石（株）　九州支店 支店長 山﨑　直人 福岡市中央区天神4-2-31
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

東機械工業（株） 代表取締役 永安  勉 福岡市博多区博多駅南4-18-5

（株）大林組　九州支店 執行役員支店長 上田　哲夫 福岡市博多区下川端町9-12

（株）鴻池組　九州支店 執行役員支店長 川端　陽一 福岡市中央区大名1丁目14番45号

（株）安藤・間  九州支店 執行役員支店長 五所　久和 福岡市中央区大名1-8-10

青木あすなろ建設（株）九州支店 支店長 大石　雅俊 福岡市博多区博多駅前1丁目19番3号

昭和コンクリート工業（株）九州支店 支店長 茂田　勝 福岡市博多区博多駅南4丁目2-10

戸田建設（株）九州支店 執行役員支店長 畑中　靖博 福岡市中央区天神二丁目13番7号

日本建設技術（株）　福岡支店 支店長 鶴留　亘一 福岡市中央区小笹5-20-5

三井住友建設（株）九州支店 常務執行役員支店長 柴田　雅俊 福岡市博多区上呉服町10-1

若築建設（株）福岡支店 支店長 馬渡　俊裕 福岡市博多区博多駅東一丁目13番9号

矢田工業（株）九州営業所 所長 青木　肇 福岡市博多区比恵町1－30－206

極東興和（株）　福岡支店 支店長 國峯　久聡 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35

カッパー工業（株） 代表取締役 冨田　悟志 福岡市中央区笹丘2-22-34
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水道施設 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

（株）酉島製作所　九州支店 支店長 神田　昭憲 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

（株）クボタ  九州支社 支社長 和田　季弘 福岡市博多区博多駅前3-2-8

飯田建設（株） 代表取締役 村山　雅秀 福岡市博多区東比恵3-16-14

（株）フジタ  九州支店 支店長 安東　則好 福岡市博多区下川端町1-1

梅林建設（株）福岡支店 執行役員支店長 小田　尚生 福岡県福岡市中央区大名1-4-1

（株）日本ピーエス 九州支店 執行役員支店長 用貝　洋 福岡市博多区博多駅南3丁目7番10号

大管工業（株） 代表取締役 中島　栄一 福岡市中央区平尾3丁目1番3号

（株）テクネ 代表取締役 原  崇 福岡市博多区麦野1丁目13-6

佐藤工業（株）九州支店 執行役員支店長 中村　豊彦 福岡市博多区千代1-17-1

飛島建設（株）九州支店 常務執行役員支店長 曽我部　真也 福岡市中央区渡辺通五丁目14番12号

モリアキ建設（有） 代表取締役 井手　英明 八女市黒木町本分1288-1

鎌田バイオ・エンジニアリング（株） 代表取締役 鎌田　博文 福岡市博多区博多駅南3-25-1

（株）ミゾタ　福岡支店 支店長 石黒　剛 福岡市博多区東比恵3丁目17番5号

（有）ヤマト 代表取締役 久間　千徳 八女市上陽町北川内278‐3

環境エンヂニアリング（株） 代表取締役 山本　貞夫 福岡市城南区飯倉1丁目4-38

（株）宮原土木建設 代表取締役 宮原　清太 太宰府市大佐野3-11-18

(有)酒井工業 代表取締役 酒井　信幸 八女市黒木町今1215

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）テクアノーツ　九州事業所 九州事業所長 篠﨑　準二 熊本県熊本市東区東野4丁目1番3号

（株）山口電気 代表取締役 山口　正成 八女市星野村13092-7

機動建設工業（株）九州支店 支店長 北島　邦浩 福岡市博多区東那珂2-14-28
住友重機械エンバイロメント（株）福岡支店 支店長 加島　喜裕 福岡市博多区店屋町8番30号

（株）酒井組 代表取締役 酒井　徳弥 八女市黒木町今656番地4

水道機工（株）九州支店 支店長 小泉　和昭 福岡市中央区天神三丁目10番20号

（有）弥栄工業 代表取締役 彌永　和恵 八女市立花町北山80-3

（株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

九州洗罐工事（株） 代表取締役 中村　亮輔 柳川市西蒲池1142-2

（有）立花工務店 代表取締役 牛島　敏幸 八女市立花町北山5400

前田建設工業（株）　九州支店 常務執行役員支店長 尾付野　誠 福岡市博多区博多駅東二丁目14番1号

（株）ケイ・イー・エス　福岡支店 取締役支店長 飯野　裕二 福岡市博多区博多駅東ニ丁目18番30号八重洲博多ビル6階

（株）ダイキアクシス 福岡支店 支店長 白石　晃久 福岡市博多区那珂4-14-28

（有）小川組 代表取締役 小川  隆 八女市黒木町北大淵5913

(有)牛嶋住興 代表取締役 牛嶋　寿人 八女市立花町山崎1067-1

岡本土木（株） 代表取締役 前田　英明 北九州市小倉北区貴船町９番１３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

福東（株） 代表取締役 兼安　又次郎 福岡市博多区博多駅南三丁目20番21号

（株）電業社機械製作所　九州支店 支店長 堤　雅嗣 福岡市博多区博多駅東二丁目10番35号

（株）プランテムタナカ 代表取締役 田中　義郎 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目1番26号

（株）熊谷組　九州支店 執行役員支店長 宮脇　悟 福岡市中央区渡辺通四丁目10番10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）ウォーターテック　西日本支店 支店長 中村　幸男 福岡市博多区博多駅前1-18-6

㈱安部日鋼工業　九州支店 取締役支店長 進藤　明彦 福岡市博多区博多駅東1-12-6

（株）荏原製作所　九州支社 支社長 太田　賢一 福岡市博多区美野島一丁目2番8号ＮＴビル

（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）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

前澤工業（株）九州支店 支店長 今田　和明 福岡市中央区天神一丁目15番6号

（株）ノバック　九州支店 支店長 田島　知実 福岡市中央区白金2丁目8番12号

（有）田中商会 代表取締役 田　中　和　浩 小郡市三沢1230番地の2

清本鉄工（株）福岡支社 支社長 安藤　裕彦 福岡市博多区綱場町1番1号D-LIFEPLACE呉服町

（株）不動テトラ　九州支店 執行役員支店長 佐藤　敬 福岡市博多区博多駅前4-1-1

協和機電工業（株） 福岡支店 支店長 多良　栄真 福岡市博多区博多駅前一丁目6番16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1-14-34
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水道施設 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

（株）富士ピー・エス　九州支店 上席執行役員支店長 油田　康生 福岡市中央区渡辺通2-4-8

丸谷商事 代表者 谷川　和子 八女市本町568-1

（株）福設 代表取締役社長 髙場　康一 福岡市南区塩原4丁目1番7号

（株）ウォーターテックサービス 代表取締役 濵田　賢児 鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目5番17号

三洲建設（株） 代表取締役 冨安　正年 筑後市大字蔵数575-1

（株）平田組 代表取締役 平田　立身 朝倉市甘木2047-2

東海鋼管（株）　福岡営業所 所長 岡田　学 福岡市博多区博多駅南4-3-9-304

アイテック（株） 代表取締役 前田　幸治 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号

（有）岩本住設 代表取締役 江良　俊明 八女市吉田2078番地の5

（有）椿原住宅設備 代表取締役 椿原　淳 八女市黒木町黒木83-1

（株）躍進工業 代表取締役 金子　智恵 八女市柳島51-2

（有）スミ設備工業 代表取締役 角　浩一郎 八女市川犬1349-1

亜細亜建設工業（株） 代表取締役 田中　丈夫 筑紫野市大字山家2045-8

（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）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

清水建設（株）九州支店 執行役員支店長 坂尾　彰信 福岡市中央区渡辺通三丁目6-11

河野建設（株） 代表取締役 河野　一幸 八女郡広川町大字日吉278番地

共和化工（株）福岡支店 支店長 山口　貴臣 福岡市中央区大名2-4-22

44 / 48 ページ



消防施設 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）鹿野電気商会 代表取締役 鹿野　榮次 八女市室岡535

牧野電気工事（株） 代表取締役 牧野　紘實 八女市本町254番地の5

（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 支社長 戸田　庄一 福岡市中央区薬院3-1-24

新生テクノス（株）　九州支社 支社長 中谷　圭児 福岡市博多区博多駅東二丁目9-1

川本工業（株）九州支店 支店長 粟木原　宏 福岡市博多区博多駅南1-3-6

空研工業（株）工事部 部長 過能　圭介 福岡市西区内浜2丁目4番38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

第一警備保障（株） 代表取締役 宮原　和貴 北九州市戸畑区川代二丁目1番2号

（株）トオーツウ 代表取締役 日高　久太 北九州市小倉北区熊谷四丁目15番7号

住友電設（株）九州支店 支店長 池田　啓一郎 福岡市博多区下川端町1番1号明治通りビジネスセンター7階

（株）朝日工業社　九州支店 常務執行役員支店長 中島　重雄 福岡市中央区警固2-17-6

（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

東洋熱工業（株）九州支店 支店長 土屋　幹 福岡市博多区博多駅前4-13-11

（株）マツウラ 代表取締役 松浦　文人 柳川市三橋町江曲137-2

（株）島田電気商会 代表取締役 島 田  茂 福岡市中央区警固2丁目3番29号

川浪電気工事（株） 代表取締役 永野 英明 久留米市本町12番地16

（株）九州ＡＶ 代表取締役 釘﨑　匡俊 久留米市山川神代1-1-6

リオス 代表取締役 髙山　幸治 福岡市博多区井相田二丁目8番15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

九州ビルサービス（株） 代表取締役 古村 勝 久留米市梅満町高海1650-11

（株）カワデン 代表取締役 金子　晴樹 久留米市本町12番地13-2

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

（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

西日本三建サービス（株） 代表取締役社長 外峯　勲男 福岡市中央区舞鶴2丁目4番5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

久留米消防設備メンテナンス(有) 代表取締役 角 信廣 久留米市宮ノ陣4丁目15番17号

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

（有）第一電気 代表取締役 津留﨑　義晴 久留米市小頭町2-26

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

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

おはよう設備（有） 代表取締役 西　航平 大川市大字上巻270-1

（株）中村商会 代表取締役 中村　司 久留米市国分町1415番地4

三建設備工業（株）九州支店 執行役員支店長 永田　博巳 福岡市博多区店屋町1-35

（株）福岡防災センター 代表取締役 荒木　進 久留米市諏訪野町2272-2

（株）ハッセイ 代表取締役 樋口　和宏 北九州市八幡西区市瀬一丁目2番1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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清掃施設 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号
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
新明和工業（株）　流体事業部　営業本部　九州支店 支店長 西村　聡 福岡市博多区豊1丁目9番43号

鎌田バイオ・エンジニアリング（株） 代表取締役 鎌田　博文 福岡市博多区博多駅南3-25-1

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

エスエヌ環境テクノロジー㈱ 代表取締役 辻　勝久 大阪市此花区西九条5丁目3番28号

太陽築炉工業（株） 代表取締役社長 江口　正司 福岡市博多区東公園6番号21号

（株）ニチゾウテック　九州事業部 九州事業部長 作本　啓治 熊本県玉名郡長洲町大字有明1番地

（株）大千 代表取締役 原　亮 行橋市大字長木1273

（株）行橋玄洋社 代表取締役 原　俊行 行橋市大字長木1273

虹技（株） 代表取締役 山本　幹雄 姫路市大津区勘兵衛町4丁目1

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 徳山　良一 大阪市中央区淡路町三丁目6番3号

共和化工（株）福岡支店 支店長 山口　貴臣 福岡市中央区大名2-4-22
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解体 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）桐明組 代表取締役 桐明　和広 八女市柳島92-1

豊建設（有） 代表取締役 安達　元一 八女市亀甲160-3

（株）三晃建設 代表取締役 井手口　良文 八女市平田602-3

（株）木下組 代表取締役 木下　豊次 八女市高塚495番地

（株）ホクショウ 代表取締役 北川　和文 八女市豊福287-1

東建工業（株） 代表取締役 古賀　紳也 久留米市原古賀町25-11

金子建設（株） 代表取締役 金子　泰大 久留米市東櫛原町487番地

（有）稲友建設 代表者取締役 嶋村　賢児 田川郡川崎町大字池尻5-1

西武建設（株） 九州支店 支店長 井料　光栄 福岡市博多区博多駅東2-5-28

半田建設（株） 代表取締役 半田　利通 久留米市日ノ出町100番地

（株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚6丁目6番36号

溝江建設（株） 代表取締役 溝江　弘 福岡市中央区赤坂1-9-20

池田建設（株） 代表取締役 中島　美代子 筑後市大字野町312

㈱佐伯建設　福岡支社 支社長 櫛　野　周　史 福岡市中央区天神三丁目12番19号

大豊建設（株） 九州支店 常務執行役員支店長 田　中　浩　一 福岡市博多区博多駅南5丁目24番16号

瀬口舗道（株）　筑後支店 支店長 一木　繁 筑後市大字熊野873-1

（株）石﨑組 代表取締役 石﨑　なる子 八女市黒木町北木屋427

（株）大久保建設 代表取締役 大久保　周礎 久留米市御井町2436番地7

（株）サカヒラ 代表取締役 坂平　隆司 飯塚市潤野1133番地6

（株）九州緑化産業 代表取締役 坪井　真二 福岡市東区下原四丁目16番36号

（株）クリア 代表取締役 松尾　直樹 八女市立花町白木6615

アスミオ．㈱ 代表取締役 吉岡　澄男 福岡市西区大字羽根戸159番地の4

（有）井上組 代表取締役 井上　政敏 八女市上陽町北川内2520番地3

大坪建築（株） 代表取締役 大坪　陽一 八女市上陽町上横山1368

武巳建設㈱ 代表取締役 古野　武美 北九州市八幡西区樋口町3番6号

（株）中央建設工業 代表取締役 大久保　知子 久留米市御井町2436番地1

（株）吉開組 代表取締役 吉開　正和 八女市矢部村北矢部10388-3

（有）カキハラ 代表取締役 川崎　朋和 八女市蒲原1295-3

（株）河商 代表取締役 山口　和也 柳川市大和町六合631

（有）江田土木 代表取締役 江田　和禧 八女市黒木町大淵4919-3

（株）黒木建設 代表取締役 服部　伸文 八女市黒木町本分1360-1

平野建設 社長 平野　孝之 八女市星野村16788-2

（有）合原組 代表取締役 合原　知巳 八女市黒木町木屋4516-3

（株）柿原組　福岡南部支社 取締役支社長 佐藤　三生 みやま市高田町濃施372番地

（株）シティハウス 代表取締役 田中　義輝 八女郡広川町大字日吉805

（株）博栄建設 代表取締役 秋好　正成 福岡市博多区比恵町2-1-203

（株）西中洲樋口建設 代表取締役 樋口　征男 福岡市中央区西中洲12-13

新善テック㈱ 代表取締役 富松　正寛 朝倉郡筑前町安野90番地2

（株）奥村組　福岡支店 支店長 平野　正人 福岡市中央区薬院1丁目13番8号九電不動産ビル5階

西鉄建設（株） 代表取締役 宮崎　裕二 福岡市中央区大手門二丁目1番10号

森田建設（株） 代表取締役社長 大山　繁久 大分県宇佐市大字長洲554番地の5

安達建設（株） 代表取締役 安達　輝史 筑後市大字熊野1240-39

（株）猪口建設 代表取締役 猪口　進二 八女郡広川町大字水原1433-1

濱崎建設（株） 代表取締役 濱崎　邦彦 久留米市宮ノ陣六丁目27番16号

（株）荻島組 代表取締役 荻島　造 柳川市隅町28番地

(有）日栄工業 代表取締役 森　崇史 大牟田市大字四ヶ513番地

（株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町2300-10

（有）シンエイ工業 代表取締役 牛島　眞徳 八女市国武8番地

梅原建設（株） 代表取締役 梅原　英二 久留米市本町15-25

（株）ＳＷＡＴ 代表取締役 塚田　修司 福岡市博多区住吉二丁目7-7

匠建設（株） 代表取締役 江藤　正幸 福岡市博多区西春町2丁目1番2号

甲木商店 事業主 甲木　英樹 八女市立花町山崎967番地
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解体 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

九電工ホーム（株） 代表取締役社長 高田　勝則 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

（株）日本管財環境サービス 代表取締役 徳山　良一 大阪市中央区淡路町三丁目6番3号

占部建設（株） 代表取締役 占部　歓久 福岡市博多区石城町12-5

ミクニ建設（株） 代表取締役 世良　雅彦 北九州市八幡西区楠南3-3-13
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