
平成28・29年度登録業者名簿【工事】（宗像市登録） H29.9.1更新

商号又は名称 所在地 登録業種

アーク工業（有）　 福岡県宮若市稲光２７１－１９ 機械器具設置
（株）アーバンテック　 福岡県福岡市博多区板付４－７－２８ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）アイエスプランニング　 福岡県福岡市東区下原４－１２－２９ 電気
アイサワ工業（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区天神１－２－４ 土木一式（港湾工事を除く）
アイテック（株）　 大阪府大阪市北区梅田３－３－１０ 機械器具設置
（株）アイフク道路　 福岡県福岡市早良区賀茂２－３０－２９ ほ装
アイム電機工業（株）　九州支店 福岡県遠賀郡水巻町猪熊１０丁目２番１６号 機械器具設置
（株）アイワ　福岡営業所 福岡県福岡市南区柳瀬２－３－２ 機械器具設置
（株）青木あすなろ建設　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９－３ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）青木電設　 福岡県遠賀郡岡垣町山田峠１－２－８ 電気
（株）赤間造園　 福岡県宗像市冨地原２０５５－１ 造園
（有）アキマサ工業　 福岡県福岡市西区西の丘２－２５－７ 防水
（株）淺川組　九州営業所 福岡県北九州市小倉南区南方１－６－６ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）淺沼組　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－１４－８ 建築一式
浅野環境ソリューション（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町２－２ 機械器具設置
（株）朝日プラント　 福岡県福岡市城南区別府３－１４－２７ 管
旭日保安工業（有）　 福岡県福岡市東区社領３－１４－２７ とび・土工・コンクリート
旭防災設備（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１１－１０　ＩＢ博多２０２ 電気
亜細亜建設工業（株）　 福岡県筑紫野市山家２０４５－８ 土木一式（港湾工事を除く）
アズビル（株）　アドバンスオートメーションカンパニー九州支社 福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１ 電気
アズビル金門（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区千代１－１７－１　パピヨン２４ 管
アスミオ．（株）　 福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９－４ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）愛宕建設工業　 福岡県福岡市西区石丸１－１５－１４ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）足立工作所　 福岡県北九州市八幡東区前田（２丁目－４－１９） 機械器具設置
（有）穴村工務店　 福岡県宗像市陵厳寺３－２－１ 管
阿部電工（株）　 福岡県古賀市薦野１３６０－４ 電気
（株）安部日鋼工業　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２－６ 土木一式（港湾工事を除く）
アユミ電業（株）　 福岡県福岡市博多区光丘町２－３－８ 電気
（株）有田道路工業　宗像支店 福岡県宗像市石丸１丁目６番２７号 ほ装
（株）アルファー電通　 福岡県福岡市城南区長尾５－２０－１５ 電気通信
（株）粟本組　 福岡県北九州市門司区稲積２－３－８ 水道施設
（株）安藤・間　九州支店 福岡県福岡市中央区大名１－８－１０ 建築一式
イーエレクス（株）　 福岡県福岡市中央区大濠２－１０－１０ 電気
飯田建設（株）　 福岡県福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）飯田工務店　 福岡県福岡市博多区空港前５－５－５ 建築一式
飯塚電機工業（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３－９博多駅東１１３ビル４階５－Ａ 電気
（株）飯塚電設　 福岡県飯塚市大日寺１３１９－７ 電気
ｅデザイン（株）　 福岡県宗像市東郷３－６－２ とび・土工・コンクリート
（株）石垣　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 機械器具設置
石垣メンテナンス（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 機械器具設置
（有）石松設備工業　 福岡県宗像市牟田尻１９３８番地１ 管
（株）一木土木　 福岡県古賀市日吉３－１６－５ 土木一式（港湾工事を除く）
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（有）五和機電　 福岡県福岡市東区蒲田２－５－１７ 機械器具設置
（株）伊藤鐵工所　 静岡県静岡市清水区幸町２－１２ 機械器具設置
伊藤電機（株）　 福岡県北九州市八幡西区則松４－７－３１ 電気
伊藤無線（株）　 福岡県福岡市中央区港２－４－４ 電気通信
イトケンテクノ（株）　 福岡県福岡市南区的場１－２４－３ 防水
（有）伊都製作所　 福岡県福岡市西区泉２－１４－９ 機械器具設置
（株）井上組　 福岡県宗像市上八８１３－１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）井上建設　 福岡県福津市中央６－２－２８ 建築一式
（株）猪熊工業所　 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３番４号 機械器具設置
（株）イワシタ舗道　 福岡県宗像市緑町２８番地 ほ装
（株）ウイング　 福岡県福岡市博多区板付４‐７‐２８ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）ウォーターテック　西日本支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６ 水道施設
（株）内山組　 福岡県北九州市門司区吉志３－７－２９ 水道施設
（株）海山組　 福岡県福岡市東区塩浜１－１０－５０ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）梅田建設　 福岡県宗像市冨地原２０５４－４ 土木一式（港湾工事を除く）
梅林建設（株）　福岡支店 福岡県福岡市中央区大名１－４－１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）梅村組　 福岡県北九州市八幡西区穴生４－２－７ 土木一式（港湾工事を除く）
占部建設（株）　宗像支社 福岡県宗像市光岡４－５ 建築一式
（株）永建　 福岡県北九州市小倉南区徳吉南四丁目５－４ 水道施設
（有）エイチ・ワイ・ディ　 福岡県宗像市冨地原１７９１－１ ほ装
（株）エース・ウォーター　 福岡県福岡市博多区上呉服町１－８　北九州銀行呉服町ビル 電気
エコー電子工業（株）　本社 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 電気通信
（有）エスエス産業　 福岡県福岡市東区和白５－２２－４０ とび・土工・コンクリート
エヌ・ディ・ケイ（株）　 福岡県北九州市八幡西区陣原５－１０－３２ とび・土工・コンクリート
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１７－２１ 電気通信
（株）エヌ・ティ・ティ・データ九州　 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１７－２１ 電気通信
ＮＥＣネッツエスアイ（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 電気通信
ＮＥＣフィールディング（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区榎田２丁目３番２７号 電気通信
（株）ＮＴＴドコモ　九州支社 福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－１ 電気通信
ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）　九州支店福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 電気通信
（株）エフエスユニ　北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区舞ケ丘５－１－１ 管
（株）エムテック　 福岡県福岡市博多区那珂３－２３－１ 防水
（株）エンジンドック　 福岡県福岡市東区西戸崎２－２２－４８ 機械器具設置
扇技研（株）　 福岡県福岡市博多区吉塚４－３－３７ 防水
大木建設（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町６－９ 建築一式
大熊電機（株）　 福岡県北九州市八幡西区則松３－１４－９ 電気
大蔵機械（株）　 福岡県福岡市城南区東油山６－１７－２０ 機械器具設置
（株）大島組　 福岡県福岡市南区長住１－１－４６ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）大島産業　 福岡県宗像市冨地原１７９１－１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）大竹フェンス商会　 福岡県宗像市日の里２‐２０‐５ 土木一式（港湾工事を除く）
大坪建設（株）　 福岡県福津市高平１２－４ 建築一式
大坪塗装工業（株）　 福岡県北九州市小倉北区板櫃町２１－１６ 塗装
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（株）大原鉄工所　 新潟県長岡市城岡２－８－１ 機械器具設置
（株）大本組　九州支店 福岡県福岡市中央区大名２－４－３０ 建築一式
（有）岡田設備工業　 福岡県遠賀郡岡垣町吉木１１５８－５ 管
（株）オカトク　 福岡県福岡市博多区板付４－７－２８ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）オカベ工事　 福岡県飯塚市花瀬１０２－７２ 機械器具設置
岡本土木（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２８ユナイト博多ビル９０１号 土木一式（港湾工事）
沖ウィンテック（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５ 電気
（株）奥村組　福岡支店 福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８ 建築一式
（株）おさむ工房　 福岡県福岡市東区和白５‐５‐３６‐１０３ 管
小田設備（株）　 福岡県宗像市田熊５－４－１５ 管
オリエント産業（株）　 福岡県福岡市中央区舞鶴１－４－１９ 建具
オルガノ（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区白金１‐４‐２ 機械器具設置
（株）カイダ　 福岡県宗像市須恵３－８－２３ 土木一式（港湾工事を除く）
隔測計装（株）　 福岡県福岡市南区寺塚１－２８－５ 電気
（株）カクダイ　 福岡県宗像市光岡４７４番地 管
粕屋殖産（株）　 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５２５ 建築一式
（株）片岡建設　 福岡県福津市本木１１４９ 建築一式
（株）片山組　福岡営業所 福岡県福岡市博多区住吉２－１５－２６ 建築一式
（株）勝組　 福岡県福岡市東区松島２－２－５７－１０３ 土木一式（港湾工事を除く）
金丸建設（株）　 福岡県宗像市村山田１０３８ 土木一式（港湾工事を除く）
金本建設（株）　 福岡県宗像市東郷３－４－３ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）カブード　 福岡県福岡市早良区内野４－１４－８ 土木一式（港湾工事を除く）
株木建設（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南４－２－１０ 土木一式（港湾工事）
鎌田バイオ・エンジニアリング（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南３－２５－１ 機械器具設置
川口吹付工業（株）　 福岡県福岡市南区寺塚１－１５－１ 塗装
川越建設（株）　 福岡県北九州市八幡西区陣原５－１０－３２ ほ装
（株）川田産業　 福岡県北九州市八幡西区岸の浦２－３－８ 防水
（株）川浪建設工業　 福岡県北九州市八幡西区上上津役３－１４－８ 土木一式（港湾工事を除く）
川本建設工業（株）　 福岡県北九州市八幡西区東筑２―４―８ 土木一式（港湾工事）
（株）環境開発　 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）環境施設　 福岡県福岡市西区小戸３－５０－２０ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）環境整備センター　 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１４４８番地 土木一式（港湾工事を除く）
基聖産業（株）　 福岡県福岡市南区長住１－１－４６ 管
北九州ユアサ産業電池（株）　 福岡県北九州市門司区中町５‐２ 電気
北設備工業（株）　 福岡県福岡市東区多の津４－１８－１６ 管
機動建設工業（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区東那珂２－１４－２８ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）木村組　 福岡県宗像市東郷６‐８‐１３ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）木村電気工事店　古賀営業所 福岡県古賀市千鳥２丁目１番３号 電気
木村土建（株）　 福岡県福岡市博多区大井１－６－３ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）キューオキ　 福岡県福岡市南区井尻４－２８－１８ 電気通信
九州海運（株）　 福岡県福岡市中央区那の津５－１－９ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）九州機械工業　 福岡県宗像市徳重２－２－５１ 機械器具設置
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（株）九州機設　宗像営業所 福岡県宗像市土穴１－３－２８ 消防施設
（株）九州上下水　 福岡県飯塚市横田７３－１ 機械器具設置
九州浄水工業（株）　 福岡県福岡市東区舞松原２ー１７―３４ 機械器具設置
（有）九州設備工業所　 福岡県北九州市若松区大字畠田９４１－１ 水道施設
九州総合建設（株）　 福岡県福岡市東区箱崎２－５４－２１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）九州テン　 長崎県佐世保市柚木元町２３６０番地 電気通信
九州東英（株）　 福岡県北九州市若松区高須北２－９－３８ 機械器具設置
（株）九州日立　 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 電気
九昭電設工業（株）　福岡営業所 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１　イオン香椎浜店 電気
九信電設（株）　 福岡県福岡市東区千早１－３５－１１ 電気
（有）九総開発　 福岡県宗像市曲１５９５－２ 土木一式（港湾工事を除く）
九築工業（株）　 福岡県北九州市八幡東区山王１－９－１０ タイル・れんが・ブロック
（株）九電工　福岡北営業所 福岡県福津市西福間２丁目１７－１７ 電気
九有電子工業（株）　 福岡県福岡市早良区田隈２－２４－１７ 電気通信
（株）共栄通信　 福岡県北九州市小倉北区清水５‐９‐８ 電気通信
（株）京栄テクノ　 福岡県福岡市博多区光丘町１－２－５ 防水
（有）共栄土木　 福岡県宗像市池田１８５０－１ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）協進技研　 福岡県福岡市東区馬出６－３－２９ 土木一式（港湾工事を除く）
共立建設（株）　 福岡県宗像市日の里８―２１―１ 土木一式（港湾工事を除く）
共和化工（株）　福岡支店 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２ 機械器具設置
協和管工（株）　 福岡県宗像市宮田１－８－８ 管
（株）共和テック　 福岡県久留米市東合川３－１－１１ とび・土工・コンクリート
清本鉄工（株）　福岡営業所 福岡県福岡市博多区中洲５－６－２０　明治安田生命福岡ビル５階 機械器具設置
（株）草野　 福岡県福岡市博多区上牟田１－２１－６ 防水
國富（株）　福岡営業所 福岡県福岡市東区松島６－１３－２８ とび・土工・コンクリート
（株）国本工業　 福岡県福岡市東区社領１－９－４ 土木一式（港湾工事を除く）
くはら電子サービス（株）　 福岡県福岡市西区石丸４―４―３４ 電気通信
（有）久保組　 福岡県北九州市若松区大谷町１－４ 土木一式（港湾工事を除く）
久保建（株）　 福岡県福岡市中央区大名１－５－４ 土木一式（港湾工事）
（株）クボタ　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８住友生命博多ビル 水道施設
蔵田工業（株）　 福岡県福岡市南区那の川２－１－１７ 機械器具設置
（株）グリーン企画　 福岡県宗像市曲１２４５－５ 建築一式
栗原工業（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区下呉服町２－２９ 電気
黒山興産（株）　 福岡県遠賀郡芦屋町正門町１４－１５ とび・土工・コンクリート
（株）ケイ・イー・エス　直方支店 福岡県直方市大字中泉８８５－１４ 機械器具設置
（株）ケイ・エスクラフト工業　 福岡県福岡市城南区東油山６－５－２９ 機械器具設置
（株）ＫＳＫ　 福岡県宮若市宮田２７６－１４６ 鋼構造物
（有）玄海環境システム　 福岡県宗像市江口９７８－５２ 管
（株）研進産業　 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－５９ 土木一式（港湾工事を除く）
広栄工業（株）　 福岡県北九州市小倉北区赤坂５－４－１８ 土木一式（港湾工事を除く）
光栄産業（株）　 福岡県福岡市南区曰佐３－３８－１５－１０７ とび・土工・コンクリート
（株）コウケン工業　 福岡県福岡市東区多の津５－８－１２ 建築一式
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（株）工材社　 福岡県北九州市門司区大里東口３－１０ 防水
高奉産業（株）　 福岡県福岡市東区土井２－２－２８ とび・土工・コンクリート
（株）古賀建設　 福岡県福津市花見が丘３－１－１ 土木一式（港湾工事を除く）
古賀建設（株）　 福岡県大野城市筒井３－６－２２ 土木一式（港湾工事を除く）
児島建設（株）　 福岡県宗像市鐘崎４１３－３ 建築一式
（株）古島　 福岡県北九州市小倉北区上富野４－１０－１２－６ 水道施設
コスモ建設（株）　 福岡県福岡市東区原田１－１－２１ 建築一式
コスモ工機（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－２７ 水道施設
コスモティエス（株）　 福岡県福岡市博多区西月隈６－４－５５ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）後藤総業　 福岡県宗像市田野１９４５－１ ほ装
（有）寿造園　 福岡県福津市手光１２８８ 造園
小西建設工業（株）　 福岡県北九州市八幡西区折尾三丁目４－１５ 土木一式（港湾工事を除く）
金剛（株）　福岡支店 福岡県福岡市東区名島３－２－１０ 内装仕上
（株）近藤海事　 福岡県北九州市若松区北湊町３－２４ 土木一式（港湾工事）
（株）西海建設　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－８　博多パールビル７０４号室 土木一式（港湾工事）
西光建設（株）　 福岡県福岡市東区馬出６－２－１８ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）才田組　 福岡県福岡市博多区光丘町１－２－３０ 土木一式（港湾工事を除く）
西戸崎興産（株）　 福岡県福岡市東区大岳２－１－１ 水道施設
西部ガスエネルギー（株）　福岡北支店 福岡県福津市本木１１００－１ 管
酒井建設（株）　 福岡県福岡市東区青葉１－１１－５ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）榊建設　 福岡県宗像市冨地原１８１３ 建築一式
（株）桜井建設　 福岡県福津市中央二丁目１９‐３‐２０１ 建築一式
（株）さくら工業　 福岡県福岡市南区桧原４－３５－２０ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）さくら造園　 福岡県宗像市江口５９８－２ 造園
（有）サコノ電気商会　 福岡県北九州市若松区童子丸１－２－２３ 電気
（株）佐藤技建　 福岡県北九州市小倉北区赤坂３‐５‐６１ 建築一式
（株）三栄テレコム　 熊本県熊本市北区飛田２－１２－９０ 電気通信
三栄電気工事（株）　 福岡県北九州市八幡西区清納１丁目２－９ 電気
（株）サンエスト設備　 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１０－７ 管
（株）サンエム精工　 福岡県直方市大字中泉８８５－３７ 機械器具設置
三軌建設（株）　 福岡県福岡市博多区東光寺町１‐１３‐５ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）三共建設　 福岡県宗像市三郎丸２－２－７ ほ装
産興電機工業（株）　 福岡県福岡市博多区金の隈２‐３‐５０ 機械器具設置
三友建設工業（株）　 福岡県北九州市小倉南区東貫３丁目２１－１７ 水道施設
サンヨウ（株）　 福岡県福岡市南区玉川町４番３０号 機械器具設置
（株）三和綜合土木　 福岡県北九州市小倉南区葛原東３－１－１ 土木一式（港湾工事を除く）
ＪＦＥエンジニアリング（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－７－２７ 機械器具設置
（株）ジオシステム　 福岡県福岡市博多区竹下５丁目１９‐２２ さく井
（株）塩月工業　 福岡県春日市大土居２－１３３ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）室内装飾福屋　 福岡県宗像市田熊２－１－１３ 内装仕上
（有）篠原産業　 福岡県宗像市池田２６６ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）島田電設　 福岡県北九州市八幡西区上上津役３－１－２１ 電気
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島津システムソリューションズ（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区冷泉町４－２０ 電気
清水建設（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区渡辺通３－６－１１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）秀成建設　 福岡県福岡市東区青葉１－１１－５ 土木一式（港湾工事を除く）
照栄建設（株）　 福岡県福岡市南区向新町２丁目５－１６ 建築一式
松鶴建設（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１ 土木一式（港湾工事）
（株）城東コーポレーション　 福岡県福岡市東区八田１－７－３２－１０３ 管
（株）白石道路施設　 福岡県鞍手郡鞍手町中山３８２８－１２ とび・土工・コンクリート
（有）白木造園土木　 福岡県宗像市冨地原１６２９－１ 造園
（株）神鋼環境ソリューション　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１新幹線博多ビル 機械器具設置
新地研工業（株）　 福岡県福岡市東区原田１－４２－４１ さく井
新明和工業（株）　流体事業部　営業本部　九州支店 福岡県福岡市博多区豊１－９－４３ 機械器具設置
（株）水機テクノス　九州支店 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 機械器具設置
水道機工（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区天神３‐１０‐２０ 機械器具設置
水ｉｎｇ（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区天神３－９－２５ 機械器具設置
末松九機（株）　 福岡県福岡市博多区美野島２－１－２９ 機械器具設置
スガハラテクノ（株）　 福岡県北九州市八幡西区東浜町９‐１ 管
（株）菅原　 福岡県北九州市八幡東区西本町３－２－５ 機械器具設置
（株）スギヤマ　 福岡県福岡市東区多の津４－５－１３ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）鈴木工業所　 福岡県福岡市博多区吉塚１‐２７‐１７ 機械器具設置
住友重機械エンバイロメント（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区店屋町８－３０ 水道施設
住友電設（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区下川端町１－１ 電気
（有）スリーエス・プランニング　 福岡県宗像市大井台２５－３ 電気通信
（株）清栄　 福岡県北九州市小倉南区横代北町１－１４－５ 水道施設
（株）正興電機製作所　 福岡県福岡市博多区東光２－７－２５ 電気
（株）誠伸建設　 福岡県北九州市門司区大字猿喰９３７－３ 水道施設
西部安全施設工業（株）　 福岡県福岡市東区多の津４－２－４６ とび・土工・コンクリート
西部建設（株）　 福岡県福岡市中央区地行１－１５－２９ 土木一式（港湾工事を除く）
西武建設（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－２８ 土木一式（港湾工事を除く）
西部水道工事（株）　 福岡県福岡市早良区東入部１－２－４７－２０４ 水道施設
西部電機（株）　 福岡県古賀市駅東三丁目３番１号 機械器具設置
西部電気工業（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東３－７－１ 電気
（株）西部保安　 福岡県福岡市博多区立花寺２９９ とび・土工・コンクリート
ゼオライト（株）　 福岡県福岡市博多区那珂５－１－１１ 機械器具設置
積水アクアシステム（株）　 大阪府大阪市北区大淀中１－１－３０ 水道施設
（株）関屋電設　 福岡県大野城市川久保３－１－１０ 電気
セコム（株）　 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 消防施設
（株）設備保守センター　 福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１ 機械器具設置
（株）瀬登　 福岡県北九州市八幡東区山王２－３－２ 管
（株）錢高組　九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町２－１６ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）壮栄　 福岡県福岡市博多区千代５‐１‐２８ ほ装
綜合警備保障（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１０－８ 消防施設
（株）創優　 福岡県福津市小竹１－１－６ 土木一式（港湾工事を除く）
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（株）宗友建設　 福岡県宗像市東郷３－４－３ 土木一式（港湾工事を除く）
ダイア防水工業　 福岡県直方市感田２２４９－２５ 防水
第一警備保障（株）　 福岡県北九州市戸畑区川代２－１－２ 消防施設
第一制電機（株）　 福岡県福岡市博多区金の隈３－９－１０ 電気
大栄開発（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区比恵町９番１３号 とび・土工・コンクリート
大管工業（株）　 福岡県福岡市中央区平尾３－１－３ 機械器具設置
ダイキンエアテクノ（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 管
大祥工業（有）　 福岡県宗像市東郷１－７－２１ 土木一式（港湾工事を除く）
大末建設（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－６ 建築一式
（有）大膳建設　 福岡県北九州市八幡西区大膳２－４－２６ 水道施設
大日本土木（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区大手門２－１－３４ 建築一式
（有）大福水道　 福岡県北九州市八幡西区陣原１－８－６－４０７ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）太平エンジニアリング　九州支店 福岡県福岡市博多区東那珂１－１３－５３ 管
（株）大奉金属　 福岡県糟屋郡須惠町上須惠１３３９－１ 鋼構造物
大豊建設（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南５－２４－１６ 土木一式（港湾工事を除く）
太陽工業（株）　宗像営業所 福岡県宗像市日の里１－１５－９ とび・土工・コンクリート
大洋電気（株）　 福岡県福岡市博多区三筑１－６－１０ 電気
（株）平組　 福岡県福岡市博多区博多駅南６－１３－２１ とび・土工・コンクリート
（株）髙岡造園　 福岡県宗像市曲１２０７－２ 造園
瀧口観花苑（株）　 福岡県宗像市冨地原１５２７－２ 造園
（株）瀧口土木　 福岡県宗像市宮田２丁目１８ー２ 土木一式（港湾工事を除く）
匠建設（株）　 福岡県福岡市博多区西春町２－１－２ 建築一式
（株）竹中土木　九州支店 福岡県福岡市中央区天神４－２－２０ 土木一式（港湾工事を除く）
武巳建設（株）　 福岡県北九州市八幡西区樋口町３－６ とび・土工・コンクリート
（株）橘組　 福岡県福岡市西区小戸１‐４４‐９ とび・土工・コンクリート
（有）田中運輸建設　 福岡県宗像市東郷３－３－６ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）田中組　 福岡県宗像市ひかりケ丘４－６－７ ほ装
（有）田中建設　 福岡県北九州市八幡西区大字浅川１１７９－５７ 土木一式（港湾工事を除く）
田中建設（株）　 福岡県宗像市東郷１－１１－１１ 土木一式（港湾工事を除く）
田中住設（株）　 福岡県宗像市池田１７３７ 管
（有）田中設備工業　 福岡県宗像市田久５－１－７ 管
（株）谷口通信社　 福岡県北九州市小倉北区上富野２－１３－４６ 電気
（株）田畑建設　 福岡県福津市西福間３－１５－１０ 建築一式
タマツ技建（有）　 福岡県宗像市東郷１２５－１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）俵口建設　 福岡県北九州市八幡西区折尾２－２－１２ ほ装
（株）ダンチ工業　 福岡県福岡市西区横浜３－２７－２４ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）筑紫商会　 福岡県大野城市白木原４－５－１１ 水道施設
筑豊金網工業（株）　 福岡県福岡市博多区冷泉町１－６ とび・土工・コンクリート
（株）中電工　九州支社 福岡県福岡市中央区薬院３－６－２０ 電気
（株）千代田工業所　 福岡県福岡市南区塩原４－２８－２５ 管
千代田興産（株）　 福岡県福岡市中央区白金２－５－１６ 電気
（株）ツキジ　 福岡県福岡市南区屋形原３－３８－１２ 防水
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月島機械（株）　福岡支店 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ 機械器具設置
月島テクノメンテサービス（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ 機械器具設置
（株）綱脇造園　 福岡県宗像市池田３２６３－３ 造園
（有）ティ・ユー・ディ　 福岡県宗像市東郷３－３－６ ほ装
東テク（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区榎田２－１－１８ 管
（株）庭建　福岡営業所 福岡県大野城市乙金東１３－１０ 造園
（株）テクネ　 福岡県福岡市博多区麦野一丁目１３－６ 機械器具設置
（有）テクノ海洋　 東京都江東区亀戸７－２－６ 機械器具設置
（株）テクノユース　 福岡県福岡市城南区鳥飼５－７－１ 土木一式（港湾工事を除く）
テスコ（株）　 東京都千代田区西神田１‐４‐５ 機械器具設置
電協産業（株）　 福岡県北九州市戸畑区中原東４－２－１ 機械器具設置
（株）電業社機械製作所　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－３５ 機械器具設置
（株）電友社　 福岡県福岡市中央区白金１－１７－２１ 電気
東海鋼管（株）　福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南４‐３‐９‐３０４ 水道施設
洞海電池電業（株）　 福岡県北九州市小倉北区真鶴２－４－１３ 電気
東京計器（株）　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区京町２－７－８ 電気
東建工（株）　 福岡県福岡市東区和白丘２－３－１０ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）東興工業　 福岡県宗像市大井６０１－１２ 土木一式（港湾工事を除く）
東芝ＥＩコントロールシステム（株）　九州営業所 福岡県北九州市小倉北区下到津１－１０－１ 電気
東芝電機サービス（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 電気
（株）東生　 福岡県飯塚市勢田３７５ 機械器具設置
（株）東部産業　 福岡県福岡市東区原田１－１－２１ 建築一式
東洋建工（株）　 福岡県福岡市南区野多目２－３－２１ 防水
東洋建設（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区薬院３－３－３１ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）同和化工　 福岡県福岡市早良区次郎丸５‐１８‐１３ 防水
（株）トーヨー化成　 福岡県福岡市博多区吉塚４－１１－３４ 建築一式
（株）トーヨーテック　 福岡県福岡市博多区吉塚４－１１－３４ 建築一式
（株）ドーワテクノス　 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３番５号 機械器具設置
（株）トキワ設備　 福岡県福岡市早良区東入部１ー２ー４７ー２０１ 管
（有）徳本組　 福岡県宗像市須恵３－８－２３ 土木一式（港湾工事を除く）
戸田建設（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区白金二丁目１３－１２ 建築一式
（有）刀根建設　 福岡県宗像市上八１９１０－１ 土木一式（港湾工事を除く）
飛島建設（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区渡辺通５－１４－１２ 建築一式
巴工業（株）　福岡営業所 福岡県福岡市中央区天神３－９－３３ＫＧ天神ビル５Ｆ 機械器具設置
ドリコ（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－１１ 機械器具設置
（株）酉島製作所　九州支店 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 機械器具設置
（株）トレス　 福岡県行橋市辻垣１３３－１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）内外美装　 福岡県北九州市小倉北区青葉２丁目１－１５ 建築一式
中嶋化学工業（株）　 福岡県北九州市八幡西区本城東２－５－３０ 機械器具設置
（有）中島設備商会　 福岡県福岡市東区多の津４－１２－３５ 管
中島土木　 福岡県北九州市八幡西区香月西２－８－２ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）中西電気商会　 福岡県北九州市若松区高須東３－６－２０ 電気
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（株）中野組　 福岡県宗像市平等寺７６５－２ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）中野建設　 福岡県古賀市今の庄２－２－１ 建築一式
（株）中野建設　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２－６　花村ビル７階 土木一式（港湾工事を除く）
中ムラ建設（有）　 福岡県宗像市池田３５３８－４ 建築一式
南郷電気（株）　 福岡県宗像市原町２０９７－４ 電気
（有）南西産業　 福岡県宗像市城西ケ丘１－８－１ とび・土工・コンクリート
新潟原動機（株）　 東京都千代田区外神田２－１４－５ 機械器具設置
（株）西建　 福岡県宗像市東郷二丁目一番四十三号 建築一式
（株）ニシトク　 福岡県福岡市博多区金の隈１－２８－６０ 防水
（株）ニシトミ興産　 福岡県福岡市西区上山門２－１４－７ 土木一式（港湾工事を除く）
西日本オートメーション（株）　 福岡県福岡市博多区堅粕４－２３－１２ 電気
（株）西日本空調システム　 福岡県福岡市博多区東月隈４－７－４ 管
（有）西日本グリーンプラン　 福岡県宗像市原町２４４－１ 造園
西日本建設（株）　 福岡県北九州市若松区今光２－２１－７ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）西日本洗管サービス　 福岡県福岡市東区松島３－９－１２ 土木一式（港湾工事を除く）
西日本テクノサポート（株）　 福岡県福岡市東区土井３－１１－１ とび・土工・コンクリート
西日本電信電話（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 電気通信
（株）西原環境　九州支店 福岡県福岡市博多区井相田２－２－３ 機械器具設置
ニシム電子工業（株）　福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－２２ 電気通信
ニチハツ工業（株）　 福岡県福岡市南区柳瀬２－１５－８ とび・土工・コンクリート
日建工材（株）　 福岡県福岡市城南区片江４－８－８ 防水
（株）日進開発工業　 福岡県久留米市北野町稲数７２６－２ さく井
（株）日新建設　 福岡県宗像市田熊４－１３－６ 建築一式
日新産業（株）　 福岡県福岡市博多区月隈２－４－２ 鋼構造物
日創開発（株）　 福岡県宗像市くりえいと２－３－１ 土木一式（港湾工事を除く）
日東河川工業（株）　九州営業所 福岡県福岡市博多区竹丘町１－５－３１ 鋼構造物
日東工営（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ 建築一式
日特建設（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区下川端町１－３ とび・土工・コンクリート
日邦無線電機（株）　 福岡県北九州市戸畑区銀座２丁目６－１８ 電気通信
日本エスエム（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区板付６－１２－４５ とび・土工・コンクリート
日本乾溜工業（株）　北九州本社営業部 福岡県北九州市八幡西区森下町２７‐３６ とび・土工・コンクリート
日本基礎技術（株）　九州支店 福岡県福岡市南区長丘５－２８－６ とび・土工・コンクリート
日本空調サービス（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区堅粕３－１４－７ 管
日本原料（株）　九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東１－８－６ 水道施設
日本国土開発（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 土木一式（港湾工事を除く）
日本ジッコウ（株）　 兵庫県神戸市西区南別府１－１４－６ 防水
日本昇降機（株）　 福岡県福岡市博多区麦野４－７－６ 機械器具設置
（株）日本総建　 福岡県宗像市陵厳寺１－１１－２７－３１３ ほ装
日本地研（株）　 福岡県福岡市博多区諸岡５―２５―２５ とび・土工・コンクリート
日本通信工業（株）　 福岡県福岡市博多区築港本町６－５ 電気通信
（株）日本電子　 福岡県福岡市南区折立町５－５９ 電気通信
日本道路（株）　福岡営業所 福岡県大野城市御笠川４－２－３ ほ装
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（株）日本ピーエス　九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町２－２ 土木一式（港湾工事を除く）
日本無線（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区店屋町１－３１ 電気通信
ノダック（株）　九州事業所 熊本県熊本市東区東野４－１－３ 水道施設
（株）ノバック　 福岡県宗像市王丸７２４－４ ほ装
Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株）　 福岡県宗像市曲１５９２番地１ 造園
博多港管理（株）　 福岡県福岡市中央区港２－３－２５ 土木一式（港湾工事）
（株）ハッセイ　 福岡県北九州市八幡西区市瀬１－２－１ 電気
パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）　九州社 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 電気通信
英建設（株）　 福岡県北九州市若松区今光２－２２－２７ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）羽野組　 福岡県福岡市中央区天神３－１１－２２ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）馬場産業　 福岡県福岡市西区姪の浜６－１２－４ とび・土工・コンクリート
（株）原通信建設　 福岡県福岡市南区野多目１－１１－２ 土木一式（港湾工事を除く）
パワーハウス（株）　 福岡県福岡市東区八田２－２１－２８ 建築一式
（株）ピーエス三菱　九州支店 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）東管工　 福岡県福岡市東区若宮２丁目３６－１ 管
東機械工業（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－５ 機械器具設置
（株）東田中建設　 福岡県福岡市東区和白丘２－３－１０ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）日立製作所　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 電気
日立造船（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１ 清掃施設
（株）日立プラントメカニクス　九州営業所 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１ 機械器具設置
（株）ヒノ工業　 福岡県福岡市早良区内野４－４８－５ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）平昭　 福岡県福岡市博多区榎田２－４－５２ 土木一式（港湾工事を除く）
平川工務店（有）　 福岡県宗像市三郎丸４－８－７ 建築一式
平山産業（株）　 福岡県北九州市八幡西区別当町２５－３ 機械器具設置
（株）ビルディングＤｒ．　宗像支社 福岡県宗像市平等寺４７３－１ 建築一式
ビルドリペア技研工業（株）　 福岡県北九州市小倉南区大字呼野１０８７－２ 防水
（有）広岡建設工業　 福岡県北九州市若松区今光２－３－２７ 水道施設
（株）深田組　 福岡県宗像市田島６２２ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）深町組　 福岡県宗像市王丸４４５－１ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）福岡アルミ建材　 福岡県宗像市村山田８０９‐２ 建具
福岡ダイビングセンター　 福岡県古賀市花見東６－１０－１３ 土木一式（港湾工事）
福岡土木（株）　 福岡県福岡市東区和白丘３－３７１－１ ほ装
福岡日信電子（株）　 福岡県福岡市西区姪の浜４－１０－５ 電気
福岡ライン（有）　 福岡県福岡市東区八田３－２３－４１ とび・土工・コンクリート
（株）福司工業　 福岡県福岡市西区横浜３－２７－２４ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）福島工務店　 福岡県福岡市博多区古門戸町１－１３ 建築一式
（株）福設　 福岡県福岡市中央区白金２－５－１０ 管
福東（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南３‐２０‐２１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）福東電設　 福岡県福岡市東区蒲田２－３９－８０ 電気
（株）福間住設　 福岡県福津市西福間４－５－９ 管
福山総合建設（株）　 福岡県北九州市八幡西区楠橋西１－８－３ 土木一式（港湾工事）
福山総合建設（株）　 福岡県宗像市田野７３４ 土木一式（港湾工事を除く）
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福和電設（有）　 福岡県糟屋郡新宮町原上１３３４－２ 電気
フコク電興（株）　 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８ 電気通信
ふじ建設　 福岡県宗像市赤間駅前２－７－５ 建築一式
（株）フジタ　九州支店 福岡県福岡市博多区下川端町１－１ 土木一式（港湾工事を除く）
富士通（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 電気通信
（株）富士通エフサス　西日本本部 大阪府大阪市中央区城見２－２－２２ 電気通信
（株）富士通ゼネラル　九州情報通信ネットワーク営業部 福岡県福岡市南区横手１－１２－４５ 電気通信
富士通ネットワークソリューションズ（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 電気通信
（株）富士通マーケティング　九州支社 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 電気通信
富士電機ＩＴソリューション（株）　九州事業本部 福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 電気通信
（株）富士ピー・エス　九州支店 福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８ 土木一式（港湾工事を除く）
藤村建設　 福岡県宗像市田島７５７－２ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）藤善設備工業　 福岡県福岡市東区八田１－７－３２ 管
（株）藤原組　 福岡県福岡市東区箱崎６－１１－３４ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）フソウ　 福岡県福岡市中央区小笹２－９－３４ 防水
（株）フソウ　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４ 水道施設
双葉工業（株）　 福岡県福岡市博多区金の隈２－１－３０ とび・土工・コンクリート
（株）不動テトラ　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１－１ 土木一式（港湾工事を除く）
フルヤ工業（有）　 福岡県中間市大字上底井野６２－１ 機械器具設置
（株）ふれあい創建　 福岡県宗像市石丸４－３－１７ 建築一式
文化シヤツター（株）　福岡営業所 福岡県福岡市博多区西月隈３－１３－１ 建具
（株）平和電興　 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－８ 電気
朋友電気（株）　 福岡県朝倉郡筑前町下高場２４０８‐２ 電気
（有）北電工　 福岡県北九州市若松区蜑住１３８７番地 電気
ホシザキ北九（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１８－９ 機械器具設置
（有）ホットサポート　 福岡県古賀市新久保２－１６－１６ 管
（有）本田クレーン　 福岡県宗像市野坂７６１ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）本間組　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－８－３ 土木一式（港湾工事）
舞鶴設備工業（株）　 福岡県飯塚市柳橋２８０－１ 管
（株）前澤エンジニアリングサービス　九州営業所 福岡県福岡市中央区天神１－１５－６ 機械器具設置
前澤工業（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区天神１－１５－６ 水道施設
前田建設工業（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－２ 建築一式
（株）マキノグリーン　九州支店 福岡県北九州市八幡西区浅川台１－１－４ とび・土工・コンクリート
（株）マスダ設備工業　 福岡県古賀市花見南１－１４－２８ 水道施設
（株）松尾組　 福岡県北九州市八幡西区町上津役東１－１４－１６ ほ装
松尾建設（株）　北九州支店 福岡県北九州市小倉北区下到津５－９－４ 建築一式
（株）松崎組　福津支店 福岡県福津市宮司浜３－２７－１ 建築一式
（株）松原組　 福岡県北九州市八幡東区松尾町７－１０ 水道施設
松本組建設（株）　 福岡県宗像市神湊１０２０番地 建築一式
松本建設（株）　宗像営業所 福岡県宗像市東郷２－１－４３ 建築一式
松山建設（株）　 福岡県福岡市中央区高砂２－２４－２３ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）真鍋組　 福岡県宗像市和歌美台１－１ 土木一式（港湾工事を除く）
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（株）眞鍋組　 福岡県宗像市大島１２７８－１ 土木一式（港湾工事を除く）
ミカドコーポレーション（株）　 福岡県福岡市博多区金の隈２－１－５ とび・土工・コンクリート
帝産業（株）　 福岡県北九州市八幡東区白川町９－１２ 防水
溝江建設（株）　 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目９番２０号 建築一式
（株）ミゾタ　福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵３‐１７‐５ 機械器具設置
三井住友建設（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区上呉服町１０―１ 建築一式
三菱電機ビルテクノサービス（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 機械器具設置
三菱電機プラントエンジニアリング（株）　九州本部 福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－１ 電気
（株）ミナミ商事　 福岡県福岡市博多区美野島２－６－５ 内装仕上
みなみ道路工業（株）　 福岡県福岡市南区長住１－１－４６－３階 ほ装
（株）南日本電設工業　 福岡県福岡市南区清水２－１３－１８ 電気
（有）ミノル設備工業　 福岡県宗像市稲元２－１６－１０ 管
宮川建設（株）　 福岡県福岡市中央区港２－４－２１ 土木一式（港湾工事）
（株）宮崎組　 福岡県北九州市八幡西区日吉台２－２６－５２ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）ムトウ　 福岡県福岡市早良区昭代３－２－５ 建築一式
宗像管工事（協）　 福岡県宗像市東郷１０８３－３ 水道施設
宗像機工（株）　 福岡県宗像市田野字岡手９６６－２ とび・土工・コンクリート
（株）宗像造園土木　 福岡県宗像市城西ケ丘１－９－１０ 造園
（株）ムナカタ電工　 福岡県福岡市東区下原４－７－６８ 電気
宗像緑地建設（株）　 福岡県宗像市日の里２―１１―１ 造園
村本建設（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区中洲中島町２－３ 土木一式（港湾工事を除く）
明光産業（株）　 福岡県北九州市八幡東区中尾１－１３－７ 機械器具設置
（株）明興テクノス　福岡支店 福岡県福岡市東区多の津５－３５－１２ 電気
（株）明電エンジニアリング　九州支店 福岡県福岡市博多区住吉５－５－３ 電気
（株）明電舎　九州支店 福岡県福岡市博多区住吉５－５－３ 電気
（有）明和　 福岡県宗像市上八　９８９番地 土木一式（港湾工事を除く）
メタウォーター（株）　九州営業部 福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 電気
元田組　 福岡県宗像市ひかりケ丘２－４－４ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）森川建設産業　 福岡県福岡市南区的場２‐５‐１８ 土木一式（港湾工事）
モリタ企画産業（株）　 福岡県福岡市城南区別府２丁目１２－３ 建築一式
（株）森田設備開発　 福岡県宗像市徳重１６３－１ 管
（株）森田鉄工所　九州営業支店 福岡県福岡市中央区清川１－１４－１３ 機械器具設置
（株）守谷商会　九州支店 福岡県福岡市博多区祇園町２－１ 機械器具設置
（株）安川電機　九州支店 福岡県福岡市中央区天神１－６－８ 電気
安田建設（株）　 福岡県福岡市博多区千代５‐１‐１ 土木一式（港湾工事を除く）
（合）安永工務店　 福岡県宗像市赤間駅前２－４－１６ 建築一式
（有）安永工務店　 福岡県宮若市稲光８１１番地 土木一式（港湾工事を除く）
（株）矢津田工業　 福岡県古賀市青柳１１６５－４ 建築一式
ヤナギ建設（株）　 福岡県北九州市八幡西区日吉台２－２６－５３ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）ヤナセファイテック　 福岡県福岡市博多区東那珂１－１８－６ 消防施設
矢西建設（株）　 福岡県福岡市早良区原１－４１－３ 土木一式（港湾工事を除く）
（株）山賀　 福岡県北九州市八幡西区光貞台２‐７‐５ 土木一式（港湾工事を除く）
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山賀舗道（株）　 福岡県北九州市若松区東二島５‐１２‐６ 水道施設
山崎工務店　 福岡県宗像市徳重１７７－１ とび・土工・コンクリート
（有）ヤマサキ装飾　 福岡県宗像市三郎丸５－７－１ 内装仕上
（株）大和設備　 福岡県宗像市武丸１９４７－３ 管
（株）大和総合建設　 福岡県北九州市八幡西区則松７－３－１８ 土木一式（港湾工事を除く）
（有）山博建設　 福岡県北九州市小倉南区横代北町４‐４‐３ 水道施設
（有）山村工業　 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１０－７ 水道施設
山本設備工業（株）　 福岡県福岡市南区那の川１－１５－５ 管
（有）山竜組　 福岡県北九州市若松区頓田１８５－１ 水道施設
友愛メンテナンス（株）　 福岡県福津市上西郷２８－３７ 管
（株）ユキテク　 福岡県糟屋郡新宮町立花口５０９－５ ほ装
横河ソリューションサービス（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町３－２１ 電気
吉浦海運（株）　 福岡県北九州市小倉北区菜園場２－６－１０ 土木一式（港湾工事）
（有）吉武造園　 福岡県宗像市上八１４１９ 造園
（有）吉原電機工業所　 福岡県福岡市中央区笹丘２－１８－３５ 電気
ライト工業（株）　九州統括支店 福岡県福岡市博多区堅粕１－２８－４４ とび・土工・コンクリート
（株）ライフ電気　 福岡県宗像市自由ケ丘２－５－７ 電気
（合）ラックグリーン　 福岡県宗像市江口１２４８ 造園
（有）力丸住宅設備店　 福岡県宗像市日の里１－６－７ 管
理水化学（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１１－２８ 機械器具設置
立東電機（株）　 福岡県福岡市西区大字徳永３８４－８ 電気
龍塗装工業　 福岡県宗像市江口１２２０－２２ 塗装
（有）緑幸園　 福岡県福津市津丸６９７－１ 造園
アルテック（株）　 福岡県福岡市博多区金の隈２－１３８－３ とび・土工・コンクリート
若築建設（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３－９ 土木一式（港湾工事）
若松港湾工業（株）　 福岡県北九州市若松区くきのうみ中央７－１８ 土木一式（港湾工事）
ワセダ技研（株）　 東京都中央区東日本橋２－２４－１４ 機械器具設置


