
平成28・29年度登録業者名簿【物品・役務】（宗像市登録） H29.9.1更新

商号又は名称 所在地 主な大分類
（株）アーバントラフィックエンジニアリング　福岡事務所 福岡県福岡市中央区大宮１－４－３４ 検査・分析・調査
アイ・ティ・アサヒ（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－８博多パールビル８０４号 清掃
アイ・ティ・アサヒ（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－８博多パールビル８０４号 保守管理
愛知ポンプ工業（株）　 福岡県福岡市中央区長浜２－３－４０ 車両類
愛知ポンプ工業（株）　 福岡県福岡市中央区長浜２－３－４０ 繊維製品
愛知ポンプ工業（株）　 福岡県福岡市中央区長浜２－３－４０ 警察・消防用品
（株）アイテック　 福岡県北九州市小倉南区大字志井９７０－２ 清掃
（株）アイテック　 福岡県北九州市小倉南区大字志井９７０－２ 保守管理
（株）アイテック　 福岡県北九州市小倉南区大字志井９７０－２ 検査・分析・調査
アイテック（株）　福岡支店 福岡県福岡市西区姪の浜２－３－１１－３０４ 保守管理
（株）アイホー　九州支店 福岡県福岡市博多区板付６－５－２ 厨房機器
（株）アイワ　福岡営業所 福岡県福岡市南区柳瀬２－３－２ 薬品
（株）アイワ　福岡営業所 福岡県福岡市南区柳瀬２－３－２ 産業用機械
（株）アイワ　福岡営業所 福岡県福岡市南区柳瀬２－３－２ 水道用品
（株）アイワ　福岡営業所 福岡県福岡市南区柳瀬２－３－２ 保守管理
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 薬品
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 その他の物品
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 保守管理
朝日航洋（株）　九州空情支社 福岡県福岡市博多区博多駅東３‐１２‐１ 地図・航空写真
朝日航洋（株）　九州空情支社 福岡県福岡市博多区博多駅東３‐１２‐１ 情報処理
朝日航洋（株）　九州空情支社 福岡県福岡市博多区博多駅東３‐１２‐１ リース・レンタル
アサヒプリテック（株）　北九州事業所 福岡県北九州市門司区新門司３－８１―５ 廃棄物処理
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・通信機器
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 警察・消防用品
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 保守管理
（株）アステム　東福岡支店 福岡県宗像市稲元３－１－１０ 理化学医薬・保健機器
（株）アステム　東福岡支店 福岡県宗像市稲元３－１－１０ 薬品
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 理化学医薬・保健機器
（株）アトル　福岡営業部　宗像支店 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２－５－１ 理化学医薬・保健機器
（株）アトル　福岡営業部　宗像支店 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２－５－１ 薬品
アルフォーインターナショナル（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ 荒物雑貨
アルフォーインターナショナル（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ その他の物品
アルフレッサ（株）　八幡支店 福岡県北九州市八幡西区樋口町４－１４ 理化学医薬・保健機器
アルフレッサ（株）　八幡支店 福岡県北九州市八幡西区樋口町４－１４ 薬品
（株）アルボース　九州営業所 福岡県福岡市西区小戸４丁目２８番地４５ 薬品
（株）アルボース　九州営業所 福岡県福岡市西区小戸４丁目２８番地４５ 荒物雑貨
安確警備保障（株）　 福岡県福岡市中央区平尾３－２５－１ 警備・受付・案内
安確警備保障（株）　 福岡県福岡市中央区平尾３－２５－１ 保守管理
あんしん　ミシン　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３ 教育機器
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あんしん　ミシン　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３ 電気・通信機器
あんしん　ミシン　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３ 保守管理
あんしん　ミシン　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３ リース・レンタル
（株）イーエムトラスト　 長崎県長崎市出島町４－４－４Ｆ 検査・分析・調査
イーエレクス（株）　 福岡県福岡市中央区大濠２－１０－１０ 保守管理
（株）イーディシー　 福岡県福岡市中央区港２‐４‐３１ 地図・航空写真
（株）イーディシー　 福岡県福岡市中央区港２‐４‐３１ 情報処理
（株）イーディシー　 福岡県福岡市中央区港２‐４‐３１ 検査・分析・調査
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 薬品
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 その他の物品
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 保守管理
いしまつ寝装店　 福岡県宗像市土穴１丁目１－１３ 繊維製品
いしまつ寝装店　 福岡県宗像市土穴１丁目１－１３ 室内装飾品
いしまつ寝装店　 福岡県宗像市土穴１丁目１－１３ クリーニング
（株）イセトー　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６　２階 印刷
（株）イセトー　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６　２階 事務機器
（株）イセトー　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６　２階 情報処理
（株）イセトー　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６　２階 事務処理
（株）磯村　 神奈川県横浜市中区日本大通１７ 理化学医薬・保健機器
（株）磯村　 神奈川県横浜市中区日本大通１７ 薬品
伊藤無線（株）　 福岡県福岡市中央区港２－４－４ 電気・通信機器
（株）井上書店　小倉店 福岡県北九州市小倉北区馬借２－１－２９ 書籍
（株）イビソク　福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻４－４２－２５－１０２ 検査・分析・調査
（株）イビソク　福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻４－４２－２５－１０２ 人材派遣
（株）イビソク　福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻４－４２－２５－１０２ リース・レンタル
（有）医療事務研究会　 福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１ その他
（有）ウイルビ　 福岡県田川市寿町７‐５９ 廃棄物処理
ヴェオリア・ジェネッツ（株）　九州支店 福岡県福岡市南区野間１－１３－１　グレイスビル２０１ 清掃
ヴェオリア・ジェネッツ（株）　九州支店 福岡県福岡市南区野間１－１３－１　グレイスビル２０１ 保守管理
ヴェオリア・ジェネッツ（株）　九州支店 福岡県福岡市南区野間１－１３－１　グレイスビル２０１ その他
ヴェオリア・ジャパン（株）　 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 清掃
ヴェオリア・ジャパン（株）　 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 保守管理
（株）ウォーターエージェンシー　九州中央営業所 福岡県大牟田市大字草木１１６８－１ 薬品
（株）ウォーターエージェンシー　九州中央営業所 福岡県大牟田市大字草木１１６８－１ 水道用品
（株）ウォーターエージェンシー　九州中央営業所 福岡県大牟田市大字草木１１６８－１ その他の物品
（株）ウォーターエージェンシー　九州中央営業所 福岡県大牟田市大字草木１１６８－１ 保守管理
（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 水道用品
（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 保守管理
占部産業（株）　 福岡県宗像市東郷５－６－３４ 清掃
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占部産業（株）　 福岡県宗像市東郷５－６－３４ 保守管理
占部産業（株）　 福岡県宗像市東郷５－６－３４ 廃棄物処理
エア・ウォーター・マテリアル（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 薬品
（株）英環境　 福岡県宗像市河東字相原１－５ 清掃
（株）英環境　 福岡県宗像市河東字相原１－５ 廃棄物処理
（株）英環境　 福岡県宗像市河東字相原１－５ 運搬業務
（株）栄城電機　 福岡県北九州市八幡西区田町１－２－３１ 電気・通信機器
（株）栄城電機　 福岡県北九州市八幡西区田町１－２－３１ 工事用材料
（株）栄城電機　 福岡県北九州市八幡西区田町１－２－３１ 保守管理
（株）永興エナジー　 福岡県福岡市博多区半道橋２丁目６番１６号 燃料類
（株）栄進コーポレーション　 福岡県福岡市博多区千代５－１－１ 警備・受付・案内
（株）永大開発コンサルタント　宗像営業所 福岡県宗像市田久４－１６－１第２金石ビル２０４号 情報処理
（有）エイワン　 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１２－７ その他
（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 理化学医薬・保健機器
（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・通信機器
（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 水道用品
エコアス（株）　 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－３２ 清掃
エコアス（株）　 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－３２ 消毒・害虫駆除
エコアス（株）　 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－３２ 保守管理
エコアス（株）　 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－３２ 廃棄物処理
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・通信機器
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 廃棄物処理
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 情報処理
（株）エスケイエンジニアリング　 福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０ 検査・分析・調査
（株）エスティ環境設計研究所　 福岡県福岡市博多区須崎町１２－８ 検査・分析・調査
エディオン　たかはし電器　 福岡県宗像市稲元２－４－２０ 電気・通信機器
（株）エヌ・イーサポート　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１０－２ 保守管理
（株）エヌ・イーサポート　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１０－２ 検査・分析・調査
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 事務機器
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・通信機器
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 情報処理
（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 事務機器
（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・通信機器
（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 情報処理
（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 リース・レンタル
ＮＥＣキャピタルソリューション（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 情報処理
ＮＥＣキャピタルソリューション（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ リース・レンタル
エヌエス環境（株）　福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻２－２１－３６ 検査・分析・調査
（株）ＮＴＴドコモ　九州支社 福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－１ 事務機器
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（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・通信機器
（株）ＮＴＴドコモ　九州支社 福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－１ 情報処理
ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 事務機器
ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 電気・通信機器
ＮＴＴファイナンス（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－２－１ リース・レンタル
エネサーブ（株）　 滋賀県大津市月輪２‐１９‐６ その他
（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 理化学医薬・保健機器
（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 保守管理
（株）エムアド　 福岡県宗像市田熊６－１６－２０ 印刷
（株）エムアド　 福岡県宗像市田熊６－１６－２０ イベント・企画
（株）エンジンドック　 福岡県福岡市東区西戸崎２－２２－４８ 車両類
扇精光ソリューションズ（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南２－３－１ 事務機器
扇精光ソリューションズ（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南２－３－１ 情報処理
扇精光ソリューションズ（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南２－３－１ リース・レンタル
（株）オーイーシー　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０　ＮＭＦ博多駅前ビル８Ｆ 事務機器
（株）オーイーシー　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０　ＮＭＦ博多駅前ビル８Ｆ 情報処理
（株）オーイーシー　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０　ＮＭＦ博多駅前ビル８Ｆ その他
（株）オーニシ　 福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－３２ 事務機器
（株）オーニシ　 福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－３２ 教育機器
（株）オーニシ　 福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－３２ リース・レンタル
（株）岡本　九州営業所 福岡県福岡市博多区東比恵２－２０－１ 水道用品
オガワ水管理工業（株）　 福岡県朝倉市馬田字中原３６９６ 薬品
オガワ水管理工業（株）　 福岡県朝倉市馬田字中原３６９６ その他の物品
長田広告（株）　 愛知県津島市東柳原町５‐５‐１ イベント・企画
長田広告（株）　 愛知県津島市東柳原町５‐５‐１ その他
音伍繊維工業（株）　 福岡県福岡市東区多の津４－６－１８ 繊維製品
オリエント産業（株）　 福岡県福岡市中央区舞鶴１－４－１９ 保守管理
（株）おんが自動車学校　 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀８１－５ その他
（株）会議録研究所　 東京都新宿区市谷八幡町１６番 印刷
（株）会議録研究所　 東京都新宿区市谷八幡町１６番 情報処理
（株）会議録研究所　 東京都新宿区市谷八幡町１６番 事務処理
カギのレスキュー　 福岡県宗像市自由ケ丘西町２－７ 荒物雑貨
カギのレスキュー　 福岡県宗像市自由ケ丘西町２－７ 保守管理
隔測計装（株）　 福岡県福岡市南区寺塚１－２８－５ 保守管理
柏原計器工業（株）　 大阪府柏原市本郷５－３－２８ 理化学医薬・保健機器
（株）片岡商店　 福岡県北九州市八幡東区川淵町３－１６ 鉄鋼・非鉄鋼製品
金本建設（株）　 福岡県宗像市東郷３－４－３ 清掃
金本建設（株）　 福岡県宗像市東郷３－４－３ 廃棄物処理
金本建設（株）　 福岡県宗像市東郷３－４－３ 運搬業務



平成28・29年度登録業者名簿【物品・役務】（宗像市登録） H29.9.1更新

商号又は名称 所在地 主な大分類
（株）カブード　 福岡県福岡市早良区内野４－１４－８ 清掃
釜瀬印刷　 福岡県宗像市河東８９５－２ 印刷
釜瀬印刷　 福岡県宗像市河東８９５－２ 看板・展示品
ガレージ　樹悠　 福岡県宗像市武丸１０００－４ 車両類
ガレージ　樹悠　 福岡県宗像市武丸１０００－４ 車両整備
河野石油（有）　 福岡県宗像市牟田尻１９０６－６ 燃料類
川原電気事務所　 福岡県宗像市日の里４丁目８－１６ 保守管理
（株）環衛サービス　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－２－２３ 清掃
（株）環衛サービス　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－２－２３ 保守管理
（株）環境衛生科学研究所　福岡オフィス 福岡県福岡市中央区大名２－８－１８天神パークビル４階４０３Ａ 検査・分析・調査
環境電子（株）　 福岡県福岡市早良区田隈２－１７－１ 理化学医薬・保健機器
環境電子（株）　 福岡県福岡市早良区田隈２－１７－１ 水道用品
環境電子（株）　 福岡県福岡市早良区田隈２－１７－１ 保守管理
（株）関門海陸　 福岡県遠賀郡遠賀町老良２３８－１ 清掃
（株）関門海陸　 福岡県遠賀郡遠賀町老良２３８－１ 廃棄物処理
岸川商事（株）　 福岡県北九州市戸畑区銀座１－５－６ 資源回収
（株）キシヤ　 福岡県福岡市東区松島１ー４１ー２１ 事務機器
（株）キシヤ　 福岡県福岡市東区松島１ー４１ー２１ 理化学医薬・保健機器
（株）キシヤ　 福岡県福岡市東区松島１ー４１ー２１ 繊維製品
（株）北九州経済研究所　 福岡県北九州市小倉北区香春口２－８－８ 検査・分析・調査
（公財）北九州生活科学センター　 福岡県北九州市戸畑区中原新町１－４ 検査・分析・調査
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・通信機器
（株）キューコーリース　 福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１ リース・レンタル
九州オートドアー（株）　北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区志井５-９-５ 保守管理
（株）キューオキ　 福岡県福岡市南区井尻４－２８－１８ 事務機器
（株）キューオキ　 福岡県福岡市南区井尻４－２８－１８ 電気・通信機器
（株）キューオキ　 福岡県福岡市南区井尻４－２８－１８ 保守管理
九州海運（株）　 福岡県福岡市中央区那の津５－１－９ 清掃
九州海運（株）　 福岡県福岡市中央区那の津５－１－９ 保守管理
九州海運（株）　 福岡県福岡市中央区那の津５－１－９ 廃棄物処理
九州清掃事業センター（株） 福岡県北九州市小倉北区親和町６－３０ 清掃
（株）九州総合管理　 福岡県福岡市城南区七隈７ー２４ー２２ 清掃
（株）九州総合管理　 福岡県福岡市城南区七隈７ー２４ー２２ 警備・受付・案内
（株）九州総合管理　 福岡県福岡市城南区七隈７ー２４ー２２ 消毒・害虫駆除
（株）九州総合管理　 福岡県福岡市城南区七隈７ー２４ー２２ 保守管理
九州鋳鉄管（株）　 福岡県直方市大字上新入１６６０－９ 鉄鋼・非鉄鋼製品
九州地理情報（株）　 福岡県福岡市東区青葉２－３０－１ 地図・航空写真
九州地理情報（株）　 福岡県福岡市東区青葉２－３０－１ 情報処理
（株）ＱＴｎｅｔ　 福岡県福岡市中央区天神１－１２－２０ 電気・通信機器
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（株）ＱＴｎｅｔ　 福岡県福岡市中央区天神１－１２－２０ 情報処理
（株）ＱＴｎｅｔ　 福岡県福岡市中央区天神１－１２－２０ リース・レンタル
（株）九州テン　北九州営業所 福岡県北九州市八幡東区東田１－５－７ 事務機器
（株）九州テン　北九州営業所 福岡県北九州市八幡東区東田１－５－７ 電気・通信機器
（株）九州テン　北九州営業所 福岡県北九州市八幡東区東田１－５－７ 保守管理
九州電気管理技術者福岡協同組合　 福岡県福岡市博多区博多駅東２－４－１６ 保守管理
九州電気管理協同組合　 福岡県福岡市博多区博多駅東１‐１２‐８ 保守管理
（一財）九州電気保安協会　福岡支部福岡東事業所 福岡県糟屋郡新宮町三代９８３番地 保守管理
九州電力（株）　福間営業所 福岡県福津市中央６－１４－１ その他の物品
九州日野自動車（株）　古賀支店 福岡県古賀市青柳４６９－６ 車両類
九州日野自動車（株）　古賀支店 福岡県古賀市青柳４６９－６ 車両類
九州日野自動車（株）　古賀支店 福岡県古賀市青柳４６９－６ 車両類
（株）九州ビルサービス福岡　 福岡県福岡市中央区大手門２－１－１０ 清掃
（株）九州ビルサービス福岡　 福岡県福岡市中央区大手門２－１－１０ 警備・受付・案内
（株）九州ビルサービス福岡　 福岡県福岡市中央区大手門２－１－１０ 保守管理
（株）九州防災センター　 福岡県春日市一の谷１－１３８ 繊維製品
（株）九州防災センター　 福岡県春日市一の谷１－１３８ 警察・消防用品
（株）九州防災センター　 福岡県春日市一の谷１－１３８ 保守管理
九州三菱自動車販売（株）　宗像店 福岡県福津市中央１－２０－１２ 車両類
九州メタル産業（株）　 福岡県北九州市小倉北区西港町６２－４ 廃棄物処理
九州メタル産業（株）　 福岡県北九州市小倉北区西港町６２－４ 資源回収
（有）九総開発　 福岡県宗像市曲１５９５－２ 廃棄物処理
（株）九電工　福岡北営業所 福岡県福津市西福間２－１７－１７ 保守管理
九有電子工業（株）　 福岡県福岡市早良区田隈２‐２４‐１７ 電気・通信機器
（株）共栄通信　 福岡県北九州市小倉北区清水５‐９‐８ 電気・通信機器
（株）共栄通信　 福岡県北九州市小倉北区清水５‐９‐８ 特殊物品
（株）共栄通信　 福岡県北九州市小倉北区清水５‐９‐８ 保守管理
（株）ぎょうせい　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜２－４－２７　ＡＩビル２階 印刷
（株）ぎょうせい　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜２－４－２７　ＡＩビル２階 情報処理
（株）ぎょうせい　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜２－４－２７　ＡＩビル２階 検査・分析・調査
行政システム九州（株）　 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 事務機器
行政システム九州（株）　 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 情報処理
共立サニタリー（株）　 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－３－１０ 消毒・害虫駆除
協和管工（株）　 福岡県宗像市宮田１ー８－８ 清掃
旭陽電気（株）　 福岡県福岡市博多区東比恵３－１５－２７ 電気・通信機器
旭陽電気（株）　 福岡県福岡市博多区東比恵３－１５－２７ 保守管理
キンパイ商事（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵２－２－２６ 車両類
キンパイ商事（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵２－２－２６ 繊維製品
キンパイ商事（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵２－２－２６ 警察・消防用品
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國富（株）　福岡営業所 福岡県福岡市東区松島６－１３－２８ 警察・消防用品
國富（株）　福岡営業所 福岡県福岡市東区松島６－１３－２８ 保守管理
（株）熊本無線　 熊本県熊本市中央区新町３－２－２６ 電気・通信機器
（株）熊本無線　 熊本県熊本市中央区新町３－２－２６ 保守管理
（株）熊本無線　 熊本県熊本市中央区新町３－２－２６ リース・レンタル
（株）グリーンサービス宗像　 福岡県宗像市曲１５９２番地 清掃
（株）グリーンサービス宗像　 福岡県宗像市曲１５９２番地 消毒・害虫駆除
クワノフォーム印刷（株）　 福岡県宗像市田島７５３番地 印刷
クワノフォーム印刷（株）　 福岡県宗像市田島７５３番地 事務処理
（株）ケイ・イー・エス　直方支店 福岡県直方市大字中泉８８５－１４ 産業用機械
（株）ケイ・イー・エス　直方支店 福岡県直方市大字中泉８８５－１４ 清掃
（株）ケイ・イー・エス　直方支店 福岡県直方市大字中泉８８５－１４ 保守管理
（有）ケイ・ネットワーク　 福岡県福岡市南区清水１－１６－８ 室内装飾品
（有）ケイ・ネットワーク　 福岡県福岡市南区清水１－１６－８ 看板・展示品
（有）ケイ・ネットワーク　 福岡県福岡市南区清水１－１６－８ イベント・企画
（株）ＫＳＫ　 福岡県宮若市宮田２７６－１４６ 保守管理
（株）ケーピーエス　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区堺町２－１－１ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（有）玄海環境サービス　 福岡県宗像市江口９７８－５２ 廃棄物処理
（有）玄海環境システム　 福岡県宗像市江口９７８－５２ 清掃
玄海クリーン（有）　 福岡県宗像市江口９７８－５２ 廃棄物処理
玄海ヤンマー（株）　鐘崎営業所 福岡県宗像市鐘崎２３０－５ 車両類
玄海ヤンマー（株）　鐘崎営業所 福岡県宗像市鐘崎２３０－５ その他の物品
玄海ヤンマー（株）　鐘崎営業所 福岡県宗像市鐘崎２３０－５ その他
（株）建設技術研究所　九州支社 福岡県福岡市中央区大名２－４－１２ 情報処理
（株）建設技術研究所　九州支社 福岡県福岡市中央区大名２－４－１２ 検査・分析・調査
（株）小出速記事務所　 佐賀県佐賀市鍋島４‐５‐２ 事務処理
（株）光進ガードシステム　宗像営業所 福岡県宗像市日の里８－１－３ 清掃
（株）光進ガードシステム　宗像営業所 福岡県宗像市日の里８－１－３ 警備・受付・案内
高奉産業（株）　 福岡県福岡市東区土井２－２－２８ 工事用材料
コーシンシステムプロダクツ（株）　 福岡県田川市夏吉３３５５－６ 薬品
（株）コーネットワーク　 大阪府大阪市西淀川区姫島１－１４－１８ 事務機器
国際航業（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－３ 地図・航空写真
国際航業（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－３ 情報処理
国際航業（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－３ 検査・分析・調査
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 水道用品
（株）コタベ　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町内橋７２８－１ 理化学医薬・保健機器
（株）コタベ　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町内橋７２８－１ 薬品
（株）コタベ　福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町内橋７２８－１ 水道用品
小林クリエイト（株）　福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－３１ 印刷
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（株）小山商会　福岡営業所 福岡県福岡市博多区半道橋２－６－１２ リース・レンタル
金剛（株）　福岡支店 福岡県福岡市東区名島３－２－１０ 事務機器
金剛（株）　福岡支店 福岡県福岡市東区名島３－２－１０ 室内装飾品
金剛（株）　福岡支店 福岡県福岡市東区名島３－２－１０ その他の物品
（株）サイコム　 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１７－３４ 事務機器
（株）サイコム　 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１７－３４ リース・レンタル
西戸崎興産（株）　 福岡県福岡市東区大岳２－１－１ 薬品
西戸崎興産（株）　 福岡県福岡市東区大岳２－１－１ 水道用品
西戸崎興産（株）　 福岡県福岡市東区大岳２－１－１ 清掃
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 燃料類
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 厨房機器
桜木理化学機械（株）　 福岡県福岡市博多区千代４－４－２３ 理化学医薬・保健機器
桜木理化学機械（株）　 福岡県福岡市博多区千代４－４－２３ 薬品
（有）さくら造園　 福岡県宗像市江口５９８－２ 清掃
（有）さくら造園　 福岡県宗像市江口５９８－２ 消毒・害虫駆除
（有）さくら造園　 福岡県宗像市江口５９８－２ 保守管理
三愛オブリガス九州（株）　宗像営業所 福岡県宗像市稲元４－１５－１２ 燃料類
三愛オブリガス九州（株）　宗像営業所 福岡県宗像市稲元４－１５－１２ 厨房機器
（株）三栄テレコム　 熊本県熊本市北区飛田２－１２－９０ 電気・通信機器
（株）サンテレコムジャパン　九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－２８ 電気・通信機器
（株）サンワード　 福岡県宗像市田熊３‐１‐１ 運動用品
ＧＥヘルスケア・ジャパン（株）　福岡支店 福岡県福岡市南区横手１－１２－４８ 理化学医薬・保健機器
ジーエム市原工業（株）　 福岡県福岡市中央区平尾３－１７－６ 車両類
ジーエム市原工業（株）　 福岡県福岡市中央区平尾３－１７－６ 警察・消防用品
（株）ＪＥＣＣ　営業本部 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 情報処理
（株）ＪＥＣＣ　営業本部 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 リース・レンタル
（株）ＪＥＣＣ　営業本部 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 資源回収
ＪＡ三井リース（株）　九州第三部 福岡県福岡市博多区下川端町２－１ リース・レンタル
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 水道用品
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 保守管理
ジェイフィルム（株）　 東京都千代田区東神田２－５－１５ 荒物雑貨
ジェイフィルム（株）　 東京都千代田区東神田２－５－１５ 運搬業務
（株）ジオクラフト　 福岡県北九州市小倉北区大手町３番１号 事務機器
（株）ジオクラフト　 福岡県北九州市小倉北区大手町３番１号 情報処理
（株）ジオクラフト　 福岡県北九州市小倉北区大手町３番１号 リース・レンタル
（株）シグナル　 広島県広島市西区商工センター２－２－２５ 電気・通信機器
（株）シグナル　 広島県広島市西区商工センター２－２－２５ 繊維製品
（株）シグナル　 広島県広島市西区商工センター２－２－２５ 警察・消防用品
（有）室内装飾福屋　 福岡県宗像市田熊２－１－１３ 室内装飾品
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（株）ジャパンイーエーピーシステムズ　 東京都新宿区高田馬場四丁目３番７号 その他
ジャパンシステム（株）　 東京都渋谷区代々木１－２２－１ 事務機器
ジャパンシステム（株）　 東京都渋谷区代々木１－２２－１ 情報処理
ジャパンシステム（株）　 東京都渋谷区代々木１－２２－１ 検査・分析・調査
（有）車輛サービス宗像　 福岡県宗像市徳重２－６－１４ 車両類
（有）勝栄堂巧芸社　 福岡県宗像市三郎丸２丁目１－１８ 看板・展示品
（株）消防防災　福岡支店 福岡県福岡市博多区浦田２－１－８ 警察・消防用品
（株）翔薬  福岡県福岡市博多区山王２－３－５ 理化学医薬・保健機器
（株）翔薬  福岡県福岡市博多区山王２－３－５ 理化学医薬・保健機器
（株）翔薬  福岡県福岡市博多区山王２－３－５ 理化学医薬・保健機器
（株）翔薬  福岡県福岡市博多区山王２－３－５ 薬品
（株）翔薬  福岡県福岡市博多区山王２－３－５ 薬品
（株）翔薬  福岡県福岡市博多区山王２－３－５ 薬品
（株）翔薬  福岡県福岡市博多区山王２－３－５ 薬品
（株）翔薬  福岡県福岡市博多区山王２－３－５ 薬品
昭和（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区大手門３－４－２２ 地図・航空写真
昭和（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区大手門３－４－２２ 情報処理
昭和（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区大手門３－４－２２ 検査・分析・調査
（株）昭和工業　 福岡県福岡市南区横手４－１８－３９ 清掃
（有）白木造園土木　 福岡県宗像市冨地原１６２９－１ 清掃
（有）白木造園土木　 福岡県宗像市冨地原１６２９－１ 消毒・害虫駆除
白木メディア（株）　福岡本社 福岡県福岡市博多区吉塚４－３－１８ 印刷
白木メディア（株）　福岡本社 福岡県福岡市博多区吉塚４－３－１８ イベント・企画
（株）城山家具　 福岡県宗像市三郎丸５－１－２２ 事務機器
（株）城山家具　 福岡県宗像市三郎丸５－１－２２ 室内装飾品
シンエイ空調（株）　 福岡県糟屋郡新宮町下府６－１０－２１ 保守管理
（有）神郡清掃サービス　 福岡県宗像市徳重２－１－２２ 廃棄物処理
（株）シンシアテクノス　 福岡県福岡市中央区高砂２－１１－１１ 保守管理
（有）新生社　 福岡県福岡市西区今宿東３－５－３９ 繊維製品
（有）新生社　 福岡県福岡市西区今宿東３－５－３９ 記念品・時計
新美和石油（株）　 福岡県福岡市中央区港３－７－１０ 燃料類
水研化学工業（株）　福岡営業所 福岡県福岡市東区松田１丁目４－２３ 薬品
水ｉｎｇ（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区天神３－９－２５ 薬品
水ｉｎｇ（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区天神３－９－２５ 産業用機械
水ｉｎｇ（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区天神３－９－２５ 保守管理
スガハラテクノ（株）　 福岡県北九州市八幡西区東浜町９‐１ 産業用機械
スガハラテクノ（株）　 福岡県北九州市八幡西区東浜町９‐１ 保守管理
（株）菅原　 福岡県北九州市八幡東区西本町三丁目２番５号 理化学医薬・保健機器
（株）菅原　 福岡県北九州市八幡東区西本町三丁目２番５号 産業用機械
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（株）菅原　 福岡県北九州市八幡東区西本町三丁目２番５号 保守管理
（有）スポーツ館　 福岡県古賀市千鳥２－２１－１４ 運動用品
（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・通信機器
（有）スリーエス・プランニング　 福岡県宗像市大井台２５－３ 室内装飾品
（有）スリーエス・プランニング　 福岡県宗像市大井台２５－３ 保守管理
（株）静環検査センター　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南６－４－２５ 検査・分析・調査
西部環境調査（株）　福岡事業所 福岡県福岡市博多区築港本町８－１４ 検査・分析・調査
西部電気工業（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東３－７－１ 事務機器
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・通信機器
西部電気工業（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東３－７－１ 保守管理
（株）西部保安　 福岡県福岡市博多区立花寺２９９ 道路標識
（株）西部保安　 福岡県福岡市博多区立花寺２９９ コンクリート製品
（株）西部保安　 福岡県福岡市博多区立花寺２９９ 鉄鋼・非鉄鋼製品
ゼオライト（株）　 福岡県福岡市博多区那珂５－１－１１ 薬品
ゼオライト（株）　 福岡県福岡市博多区那珂５－１－１１ 産業用機械
ゼオライト（株）　 福岡県福岡市博多区那珂５－１－１１ 水道用品
ゼオライト（株）　 福岡県福岡市博多区那珂５－１－１１ 清掃
ゼオライト（株）　 福岡県福岡市博多区那珂５－１－１１ 保守管理
セコム（株）　 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 警察・消防用品
セコム（株）　 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 警備・受付・案内
セコム（株）　 東京都渋谷区神宮前１－５－１ リース・レンタル
（株）設備保守センター　 福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１ 清掃
（株）設備保守センター　 福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１ 警備・受付・案内
（株）設備保守センター　 福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１ 保守管理
（株）セラビ　福岡支店 福岡県福岡市博多区豊１－４－３０ 事務機器
（株）セラビ　福岡支店 福岡県福岡市博多区豊１－４－３０ 電気・通信機器
（株）セレスポ　福岡支店 福岡県福岡市東区松崎２丁目２４－１２ イベント・企画
（株）ぜん　ＧＩＦＴ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ　 大阪府大阪市北区東天満２－６－７ 百貨店
（株）ぜん　ＧＩＦＴ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ　 大阪府大阪市北区東天満２－６－７ 記念品・時計
（株）ぜん　ＧＩＦＴ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ　 大阪府大阪市北区東天満２－６－７ 警察・消防用品
千年書房（株）　 福岡県福岡市博多区東那珂３－６－６２ 印刷
（株）創建サービス　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１８－２５ 清掃
（株）創建サービス　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１８－２５ 警備・受付・案内
（株）創建サービス　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１８－２５ 保守管理
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 警備・受付・案内
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 保守管理
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 リース・レンタル
（株）測技　 福岡県宗像市田熊３丁目１番４７号 検査・分析・調査
第一警備保障（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区堅粕４－２４－１４ 警察・消防用品
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第一警備保障（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区堅粕４－２４－１４ 警備・受付・案内
第一警備保障（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区堅粕４－２４－１４ 保守管理
第一復建（株）　 福岡県福岡市南区清水４－２－８ 検査・分析・調査
タイキ薬品工業（株）　 福岡県福岡市東区東浜１－９－４ 薬品
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 保守管理
大成印刷（株）　 福岡県福岡市博多区東那珂３－６－６２ 印刷
大成印刷（株）　 福岡県福岡市博多区東那珂３－６－６２ 情報処理
大成印刷（株）　 福岡県福岡市博多区東那珂３－６－６２ イベント・企画
大成ジオテック（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－１０－１７ 地図・航空写真
大成ジオテック（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－１０－１７ 情報処理
大成ジオテック（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－１０－１７ リース・レンタル
（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 保守管理
（株）太平環境科学センター　 福岡県福岡市博多区金の隈２－２－３１ 検査・分析・調査
太平ビルサービス（株）　 福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８ 清掃
太平ビルサービス（株）　 福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８ 警備・受付・案内
太平ビルサービス（株）　 福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８ 消毒・害虫駆除
太平ビルサービス（株）　 福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８ 保守管理
ダイヤモンド秀巧社印刷（株）　 福岡県福岡市東区松田３－９－３２ 印刷
ダイヤモンド秀巧社印刷（株）　 福岡県福岡市東区松田３－９－３２ イベント・企画
（株）ダイワテクノサービス　 福岡県宗像市葉山１丁目２１番地１８ 薬品
（株）髙岡造園　 福岡県宗像市曲１２０７－２ 清掃
（株）タカダ　九州支店 福岡県大野城市東大利３－１６－３ 保守管理
（株）タカダ　九州支店 福岡県大野城市東大利３－１６－３ その他
瀧口観花苑（株）　 福岡県宗像市冨地原１５２７－２ 清掃
（有）タックメディカル　 福岡県福岡市南区西長住２丁目－１９－２１ 理化学医薬・保健機器
谷口商会（株）　 岡山県岡山市南区藤田３３８－３１ 薬品
谷口商会（株）　 岡山県岡山市南区藤田３３８－３１ 工事用材料
谷口商会（株）　 岡山県岡山市南区藤田３３８－３１ 警察・消防用品
田英（株）　 福岡県福岡市城南区別府２－１４－８ 薬品
（有）タンク検査プラント　 福岡県福岡市東区西戸崎５－７－４ 清掃
（有）タンク検査プラント　 福岡県福岡市東区西戸崎５－７－４ 保守管理
（有）タンク検査プラント　 福岡県福岡市東区西戸崎５－７－４ 検査・分析・調査
（株）地域経済研究所　 大阪府大阪市中央区石町１－１－１天満橋千代田ビル２号館５階 検査・分析・調査
（有）筑邦トーハツ商会  福岡県久留米市野中町４１７－６ 警察・消防用品
（有）筑邦トーハツ商会  福岡県久留米市野中町４１７－６ 警察・消防用品
（有）筑邦トーハツ商会  福岡県久留米市野中町４１７－６ 警察・消防用品
（有）筑邦トーハツ商会  福岡県久留米市野中町４１７－６ 警察・消防用品
（有）筑邦トーハツ商会  福岡県久留米市野中町４１７－６ 警察・消防用品
（有）筑邦トーハツ商会  福岡県久留米市野中町４１７－６ 警察・消防用品
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（有）筑邦トーハツ商会  福岡県久留米市野中町４１７－６ 保守管理
（株）千葉白蟻工務店　 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３－９－５ 消毒・害虫駆除
中京電機（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南５‐１８‐２０ 電気・通信機器
中京電機（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南５‐１８‐２０ 警察・消防用品
中京電機（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南５‐１８‐２０ 保守管理
千代田興産（株）　 福岡県福岡市中央区白金２－５－１６ 電気・通信機器
千代田興産（株）　 福岡県福岡市中央区白金２－５－１６ 産業用機械
千代田興産（株）　 福岡県福岡市中央区白金２－５－１６ 保守管理
ツカサ化工（株）　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区重住３－１－２０ 薬品
月島機械（株）　福岡支店 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ 薬品
月島機械（株）　福岡支店 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ その他の物品
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 保守管理
（株）綱脇造園　 福岡県宗像市池田３２６３－３ 清掃
（株）綱脇造園　 福岡県宗像市池田３２６３－３ 消毒・害虫駆除
（株）綱脇造園　 福岡県宗像市池田３２６３－３ 保守管理
東テク（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区榎田２－１－１８ 保守管理
（株）ディエスジャパン　福岡店 福岡県糟屋郡久山町大字猪野８７８－５１ 事務機器
（株）ディエスジャパン　福岡店 福岡県糟屋郡久山町大字猪野８７８－５１ 廃棄物処理
（株）ディエスジャパン　福岡店 福岡県糟屋郡久山町大字猪野８７８－５１ リース・レンタル
（株）庭建　福岡営業所 福岡県大野城市乙金東４丁目１３－１０ 清掃
（株）データプラス　 佐賀県鳥栖市藤木町１－４８ 印刷
（株）データプラス　 佐賀県鳥栖市藤木町１－４８ 情報処理
（株）データプラス　 佐賀県鳥栖市藤木町１－４８ 人材派遣
（株）データベース　九州支店 福岡県福岡市中央区平尾５－１４－３１－３０３ 薬品
（株）データベース　九州支店 福岡県福岡市中央区平尾５－１４－３１－３０３ 水道用品
（株）データベース　九州支店 福岡県福岡市中央区平尾５－１４－３１－３０３ 保守管理
（株）データホライゾン　 広島県広島市西区草津新町１－２１－３５ 情報処理
（株）データホライゾン　 広島県広島市西区草津新町１－２１－３５ その他
（株）テクノユース　 福岡県福岡市城南区鳥飼５－７－１ 清掃
（株）テクノユース　 福岡県福岡市城南区鳥飼５－７－１ 廃棄物処理
テスコ（株）　 東京都千代田区西神田１－４－５ 産業用機械
テスコ（株）　 東京都千代田区西神田１－４－５ 保守管理
テスコ（株）　 東京都千代田区西神田１－４－５ 廃棄物処理
デュプロ（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南１－５－２８ 事務機器
デュプロ（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南１－５－２８ 保守管理
デュプロ（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南１－５－２８ リース・レンタル
テルウェル西日本（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区上川端町１３－８ 情報処理
テルウェル西日本（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区上川端町１３－８ 事務処理
テルウェル西日本（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区上川端町１３－８ 人材派遣
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電協産業（株）　 福岡県北九州市戸畑区中原東４－２－１ 薬品
電協産業（株）　 福岡県北九州市戸畑区中原東４－２－１ その他の物品
電協産業（株）　 福岡県北九州市戸畑区中原東４－２－１ 保守管理
デンショウ（有）　 福岡県福岡市東区社領３－１４－７ 電気・通信機器
（株）テンゼン　 福岡県北九州市戸畑区菅原２－１－１３ 薬品
東亜建設技術（株）　 福岡県福岡市西区西の丘１－７－１ 地図・航空写真
東亜建設技術（株）　 福岡県福岡市西区西の丘１－７－１ 情報処理
東亜建設技術（株）　 福岡県福岡市西区西の丘１－７－１ 検査・分析・調査
東環工業（株）　 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－２９ 清掃
東環工業（株）　 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－２９ 消毒・害虫駆除
東環工業（株）　 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－２９ 保守管理
（株）東京白衣　 福岡県福岡市中央区荒戸３－７－２２ 繊維製品
東京ビル整美（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－２５ 清掃
東京ビル整美（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－２５ 警備・受付・案内
東京ビル整美（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－２５ 保守管理
東芝インフラシステムズ（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ その他の物品
東芝インフラシステムズ（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 清掃
東芝インフラシステムズ（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 保守管理
（株）東生　 福岡県飯塚市勢田３７５ 産業用機械
東洋計器（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１８－２５　第５博多偕成ビル１階 水道用品
東洋警備保障（株）　 福岡県北九州市小倉北区今町１－１－４１ 警備・受付・案内
東和環境科学（株）　九州支店 福岡県福岡市東区東浜１－５－１２ 検査・分析・調査
（株）トキワ　九州支店 福岡県京都郡苅田町京町１－５－１ 薬品
（株）トキワ　九州支店 福岡県京都郡苅田町京町１－５－１ 燃料類
（株）トキワ　九州支店 福岡県京都郡苅田町京町１－５－１ 水道用品
ナイカイ商事（株）　福岡出張所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－２－２ 薬品
（株）内外美装　 福岡県北九州市小倉北区青葉２丁目１－１５ 清掃
（株）内外美装　 福岡県北九州市小倉北区青葉２丁目１－１５ 警備・受付・案内
（株）内外美装　 福岡県北九州市小倉北区青葉２丁目１－１５ 保守管理
（株）ナカムラ消防化学　福岡営業所 福岡県福岡市博多区東光２－１８－３７　セイントビル１Ｆ１０１ 車両類
（株）ナカムラ消防化学　福岡営業所 福岡県福岡市博多区東光２－１８－３７　セイントビル１Ｆ１０１ 警察・消防用品
（株）ナカムラ消防化学　福岡営業所 福岡県福岡市博多区東光２－１８－３７　セイントビル１Ｆ１０１ 保守管理
（株）ナフコ　ホームプラザナフコ南宗像店 福岡県宗像市光岡１０５－１ 事務機器
（株）ナフコ　ホームプラザナフコ南宗像店 福岡県宗像市光岡１０５－１ 荒物雑貨
（株）ナフコ　ホームプラザナフコ南宗像店 福岡県宗像市光岡１０５－１ 工事用材料
南郷電気（株）　 福岡県宗像市原町２０９７－４ 電気・通信機器
南郷電気（株）　 福岡県宗像市原町２０９７－４ 工事用材料
（株）にしけい　宗像支社 福岡県宗像市東郷４－５－１２ 理化学医薬・保健機器
（株）にしけい　宗像支社 福岡県宗像市東郷４－５－１２ 警備・受付・案内
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（株）にしけい　宗像支社 福岡県宗像市東郷４－５－１２ 保守管理
（株）にしけいセキュリティサービス　 福岡県福岡市中央区清川３丁目４－１１ 電気・通信機器
（株）にしけいセキュリティサービス　 福岡県福岡市中央区清川３丁目４－１１ その他の物品
（株）にしけいセキュリティサービス　 福岡県福岡市中央区清川３丁目４－１１ 警備・受付・案内
（株）にしけいメンテナンス　 福岡県福岡市中央区清川３－４－１１ 清掃
（株）にしけいメンテナンス　 福岡県福岡市中央区清川３－４－１１ 警備・受付・案内
西日本電設資材（株）　 福岡県北九州市八幡西区則松５－３－６ 電気・通信機器
西日本環境設計（株）　 福岡県宗像市東郷５－６－４４３ 検査・分析・調査
西日本環境設計（株）　 福岡県宗像市東郷５－６－４４３ その他
（株）西日本空調システム　 福岡県福岡市博多区東月隈四丁目７－４ 電気・通信機器
（株）西日本空調システム　 福岡県福岡市博多区東月隈四丁目７－４ 保守管理
（一財）西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所 福岡県北九州市八幡東区東田１丁目４－８ 医療福祉
（株）西日本システムクリエート　宗像営業所 福岡県宗像市野坂1933－1 印刷
（株）西日本システムクリエート　宗像営業所 福岡県宗像市野坂1933－1 事務機器
（株）西日本新聞印刷　 福岡県福岡市博多区吉塚８－２－１５ 印刷
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・通信機器
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 保守管理
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 情報処理
（有）西日本マリン　 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿２０４７番地 研修・講習
（株）西広　 福岡県福岡市中央区天神１－４－１ 印刷
（株）西広　 福岡県福岡市中央区天神１－４－１ 検査・分析・調査
（株）西広　 福岡県福岡市中央区天神１－４－１ イベント・企画
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 事務機器
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・通信機器
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 保守管理
（株）西村成美産業　 福岡県糟屋郡粕屋町江辻３８６ 清掃
日栄商事（株）　 福岡県北九州市門司区松原二丁目１０－１７ 廃棄物処理
日栄商事（株）　 福岡県北九州市門司区松原二丁目１０－１７ その他
日栄商事（株）　 福岡県北九州市門司区松原二丁目１０－１７ 資源回収
日産自動車販売（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区東比恵２－１４－３３ 車両類
（株）日水コン　九州支所 福岡県福岡市博多区祇園町７－２０ 情報処理
日通エネルギー九州（株）　 福岡県宗像市栄町１６５－１ 燃料類
日通エネルギー九州（株）　 福岡県宗像市栄町１６５－１ 厨房機器
日通商事（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ リース・レンタル
日通商事（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 車両整備
日通商事（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 資源回収
日東化学工業（株）　 福岡県北九州市小倉南区徳吉東４－９－１ 清掃
日東化学工業（株）　 福岡県北九州市小倉南区徳吉東４－９－１ 検査・分析・調査
日東化学工業（株）　 福岡県北九州市小倉南区徳吉東４－９－１ その他
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日東工営（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ リース・レンタル
日邦無線電機（株）　 福岡県北九州市戸畑区銀座２－６－１８ 電気・通信機器
（株）日本ウォーターテックス　 埼玉県幸手市緑台１－１９－１１ その他
（株）日本カードネットワーク　 東京都新宿区大久保３－８－２ 情報処理
（一財）日本環境衛生センター　西日本支局 福岡県大野城市白木原３－５－１１ 検査・分析・調査
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 繊維製品
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 看板・展示品
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 警察・消防用品
（一社）日本経営協会　九州本部 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目６－１６ 研修・講習
日本原料（株）　九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３４ 薬品
日本原料（株）　九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３４ 工事用材料
日本原料（株）　九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３４ 保守管理
日本コンピュータ・ダイナミクス（株）　福岡営業所 福岡県福岡市博多区千代１－１９－１３ 事務機器
日本コンピュータ・ダイナミクス（株）　福岡営業所 福岡県福岡市博多区千代１－１９－１３ 保守管理
日本コンピュータ・ダイナミクス（株）　福岡営業所 福岡県福岡市博多区千代１－１９－１３ 情報処理
日本コンピューター（株）　 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１ 事務機器
日本コンピューター（株）　 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１ 保守管理
日本コンピューター（株）　 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１ 情報処理
日本事務器（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 事務機器
日本事務器（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 電気・通信機器
日本事務器（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 保守管理
日本事務器（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 情報処理
日本昇降機（株）　 福岡県福岡市博多区麦野４－７－６ 保守管理
日本船舶薬品（株）  福岡営業所 福岡県福岡市博多区東比恵２‐１１‐３０ 理化学医薬・保健機器
日本船舶薬品（株）  福岡営業所 福岡県福岡市博多区東比恵２‐１１‐３０ 薬品
日本船舶薬品（株）  福岡営業所 福岡県福岡市博多区東比恵２‐１１‐３０ 薬品
日本船舶薬品（株）  福岡営業所 福岡県福岡市博多区東比恵２‐１１‐３０ 保守管理
日本総合警備保障（株）　 福岡県福岡市東区名島３－２－１ 警備・受付・案内
日本通信工業（株）　 福岡県福岡市博多区築港本町６－５ 電気・通信機器
日本通信紙（株）　福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５ー７－１１ 印刷
日本通信紙（株）　福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５ー７－１１ 印刷
（株）日本電子　 福岡県福岡市南区折立町５－５９ 理化学医薬・保健機器
（株）日本電子　 福岡県福岡市南区折立町５－５９ 電気・通信機器
（株）日本電子　 福岡県福岡市南区折立町５－５９ その他の物品
日本ドライケミカル（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町２－２１ 理化学医薬・保健機器
日本ドライケミカル（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町２－２１ 車両類
日本ドライケミカル（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町２－２１ 警察・消防用品
日本プロダクト（株）　 福岡県福岡市南区大楠１－４－２２ 電気・通信機器
日本プロダクト（株）　 福岡県福岡市南区大楠１－４－２２ 産業用機械
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日本プロダクト（株）　 福岡県福岡市南区大楠１－４－２２ 水道用品
日本プロダクト（株）　 福岡県福岡市南区大楠１－４－２２ 清掃
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・通信機器
日本無線（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区店屋町１－３１ 保守管理
ネットワークガスオーエス（株）　 福岡県宗像市田熊５－４－１５ 燃料類
ネットワークガスオーエス（株）　 福岡県宗像市田熊５－４－１５ 厨房機器
ノダック（株）　九州事業所 熊本県熊本市東区東野４－１－３ その他の物品
ノダック（株）　九州事業所 熊本県熊本市東区東野４－１－３ 清掃
ハーツモーターハウス　 福岡県宗像市深田１０３３－２ 車両類
Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株）　 福岡県宗像市曲１５９２番地１ 清掃
Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株）　 福岡県宗像市曲１５９２番地１ 消毒・害虫駆除
（有）博映商事　 福岡県福岡市中央区舞鶴１－３－３１－２２０ 教育機器
（有）博映商事　 福岡県福岡市中央区舞鶴１－３－３１－２２０ 書籍
（有）博映商事　 福岡県福岡市中央区舞鶴１－３－３１－２２０ 記念品・時計
ハクゾウメディカル（株）　 大阪府大阪市中央区本町橋３－６ 薬品
ハクゾウメディカル（株）　 大阪府大阪市中央区本町橋３－６ 繊維製品
ハクゾウメディカル（株）　 大阪府大阪市中央区本町橋３－６ 荒物雑貨
パシフィックコンサルタンツ（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４ 情報処理
パシフィックコンサルタンツ（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４ 検査・分析・調査
パシフィックコンサルタンツ（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４ イベント・企画
（株）パシフィックネット　福岡支店 福岡県福岡市東区原田３－６－１０ 資源回収
（株）バスタサービス　 福岡県福岡市南区井尻１－５－１吉田ビル１階 消毒・害虫駆除
（株）パソナ　（株）パソナ 福岡県福岡市中央区天神１－６－８ 人材派遣
（株）パソナ　（株）パソナ 福岡県福岡市中央区天神１－６－８ その他
八光海運（株）　熊本支店 熊本県上天草市大矢野町登立１１５９８－１ 清掃
八光海運（株）　熊本支店 熊本県上天草市大矢野町登立１１５９８－１ 廃棄物処理
（株）ハッセイ　 福岡県北九州市八幡西区市瀬１－２－１ 警察・消防用品
（株）ハッセイ　 福岡県北九州市八幡西区市瀬１－２－１ 保守管理
（株）パネイル　 東京都千代田区大手町１－５－１ 燃料類
（有）馬場産業　 福岡県福岡市西区姪の浜６－１２－４ 道路標識
（有）馬場産業　 福岡県福岡市西区姪の浜６－１２－４ コンクリート製品
（有）馬場産業　 福岡県福岡市西区姪の浜６－１２－４ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（有）林石油　 福岡県宗像市宗像市徳重５４８ 燃料類
ハラサンギョウ（株）　 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷５１－２ 廃棄物処理
（株）ＢＣＣ　 福岡県福岡市中央区六本松２－１２－１９ 事務機器
（株）ＢＣＣ　 福岡県福岡市中央区六本松２－１２－１９ 情報処理
（株）ＢＣＣ　 福岡県福岡市中央区六本松２－１２－１９ リース・レンタル
久野印刷（株）　 福岡県福岡市博多区奈良屋町３－１ 印刷
日立キャピタル（株）　日立キャピタル（株） 東京都港区西新橋１－３－１ リース・レンタル
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（株）日立建機教習センタ　 東京都台東区東上野６－９－３ その他
（株）日立システムズ　九州支店 福岡県福岡市中央区大名２－９－２７ 事務機器
（株）日立システムズ　九州支店 福岡県福岡市中央区大名２－９－２７ 情報処理
（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 その他の物品
（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 保守管理
平川工務店（有）　 福岡県宗像市三郎丸４－８－７ 厨房機器
平川工務店（有）　 福岡県宗像市三郎丸４－８－７ 工事用材料
平川工務店（有）　 福岡県宗像市三郎丸４－８－７ 警察・消防用品
平山産業（株）　 福岡県北九州市八幡西区別当町２５－３ 薬品
平山産業（株）　 福岡県北九州市八幡西区別当町２５－３ 水道用品
（株）ビルディングＤｒ．　宗像支社 福岡県宗像市平等寺４７３－１ 清掃
（株）ビルマネージメント　 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２３－１７ 清掃
（株）ビルマネージメント　 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２３－１７ 保守管理
（株）ファビルス　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１－１ 清掃
（株）ファビルス　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１－１ 警備・受付・案内
（株）ファビルス　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１－１ 保守管理
ＶＳＰＯＲＴＳ　プロポーザル　 福岡県宗像市日の里１丁目１１－７ 運動用品
ＶＳＰＯＲＴＳ　プロポーザル　 福岡県宗像市日の里１丁目１１－７ 記念品・時計
福岡県広域森林組合　福岡北支店宗像支所 福岡県宗像市東郷２－１－４３ 清掃
福岡県広域森林組合　福岡北支店宗像支所 福岡県宗像市東郷２－１－４３ 消毒・害虫駆除
福岡県広域森林組合　福岡北支店宗像支所 福岡県宗像市東郷２－１－４３ その他
（公財）福岡県すこやか健康事業団　 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２ 検査・分析・調査
（公財）福岡県すこやか健康事業団　 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２ 医療福祉
（福）福岡コロニー　 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜１－１１－１ 印刷
（株）福岡トーハツ　北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区沼本町３－１－１ 車両類
（株）福岡トーハツ　北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区沼本町３－１－１ 警察・消防用品
（株）福岡トーハツ　北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区沼本町３－１－１ 保守管理
福岡トヨタ自動車（株）　宗像店 福岡県宗像市稲元２丁目５－１ 車両類
福岡トヨペット（株）　 福岡県福岡市博多区東光１－６－１３ 車両類
福岡日信電子（株）　 福岡県福岡市西区姪の浜４－１０－５ 電気・通信機器
福岡日信電子（株）　 福岡県福岡市西区姪の浜４－１０－５ その他の物品
福岡日信電子（株）　 福岡県福岡市西区姪の浜４－１０－５ 保守管理
（有）福伸メディカル　 福岡県春日市一の谷５－２－２ 廃棄物処理
（株）フクスイ　 福岡県福岡市博多区金の隈３－１４－１５ 水道用品
（株）福東電設　 福岡県福岡市東区蒲田２－３９－８０ 保守管理
福友ガス（株）　 福岡県福岡市西区羽根戸２００－１ 燃料類
福間ブラザー　 福岡県福津市中央６－１１－３２ その他の物品
（株）フクヨウ　東営業所 福岡県古賀市新原１０００－２ 薬品
（株）フクヨウ　東営業所 福岡県古賀市新原１０００－２ 産業用機械
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（株）フクヨウ　東営業所 福岡県古賀市新原１０００－２ 工事用材料
（株）フクヨウ　東営業所 福岡県古賀市新原１０００－２ その他の物品
フコク電興（株）　 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８ 電気・通信機器
フコク電興（株）　 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８ 保守管理
フコク電興（株）　 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８ リース・レンタル
（有）富士サービス　 福岡県宗像市曲１５９２ー１ 保守管理
富士ゼロックス福岡（株）　富士ゼロックス福岡（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１ー６ー１６ 事務機器
富士ゼロックス福岡（株）　富士ゼロックス福岡（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１ー６ー１６ 情報処理
富士ゼロックス福岡（株）　富士ゼロックス福岡（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１ー６ー１６ リース・レンタル
フジ地中情報（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区那珂５－３－１３ 情報処理
フジ地中情報（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区那珂５－３－１３ 検査・分析・調査
フジ地中情報（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区那珂５－３－１３ その他
富士通（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 事務機器
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・通信機器
富士通（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 情報処理
富士通エフ・アイ・ピー（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１－９ 事務機器
富士通エフ・アイ・ピー（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１－９ 情報処理
富士通エフ・アイ・ピー（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１－９ リース・レンタル
（株）富士通エフサス　九州支社福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵３ー１ー２ 事務機器
（株）富士通エフサス　九州支社福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵３ー１ー２ 情報処理
（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・通信機器
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 事務機器
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・通信機器
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 情報処理
（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 事務機器
（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 情報処理
（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 イベント・企画
富士通リース（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ リース・レンタル
（株）フソウ　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４ 水道用品
フルヤ工業（有）　 福岡県中間市大字上底井野６２－１ その他の物品
フルヤ工業（有）　 福岡県中間市大字上底井野６２－１ 保守管理
（株）ふれあい創建　 福岡県宗像市石丸４－３－１７ 工事用材料
（株）ふれあい創建　 福岡県宗像市石丸４－３－１７ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（株）ふれあい創建　 福岡県宗像市石丸４－３－１７ 水道用品
（株）プレック研究所　九州事務所 福岡県福岡市中央区大名２－４－１９ 検査・分析・調査
ブローテ　 福岡県福津市津屋崎４－１１－２４ 繊維製品
ブローテ　 福岡県福津市津屋崎４－１１－２４ 室内装飾品
ブローテ　 福岡県福津市津屋崎４－１１－２４ 看板・展示品
文化シヤッターサービス（株）　九州サービス支店 福岡県福岡市博多区金の隈２－２０－４８ 保守管理
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（株）ペイジ　（株）ペイジ 福岡県北九州市若松区青葉台西６－２－９ 印刷
（株）ベスト電器　宗像バイパス店 福岡県宗像市野坂２６５２－１ 電気・通信機器
ホシザキ北九（株）　福岡東営業所 福岡県福岡市東区下原１－２８－１５ 厨房機器
（株）埋蔵文化財サポートシステム　福岡支店 福岡県筑紫野市美しが丘南７－６－５ 検査・分析・調査
マイタウンサービス（株）　 福岡県福岡市南区玉川町９‐１２ その他
前田道路（株）　福岡東合材工場 福岡県福岡市東区松島６－１０－１ 工事用材料
正晃（株）　福岡第二営業所 福岡県福岡市東区松島３－３４－３３ 事務機器
正晃（株）　福岡第二営業所 福岡県福岡市東区松島３－３４－３３ 理化学医薬・保健機器
正晃（株）　福岡第二営業所 福岡県福岡市東区松島３－３４－３３ 薬品
（有）松本造園　 福岡県宗像市東郷１６８ 清掃
（有）丸宝　 福岡県福岡市南区塩原１－２４－１４ 印刷
（有）丸宝　 福岡県福岡市南区塩原１－２４－１４ 地図・航空写真
（有）丸山防災センター　 福岡県直方市下新入２４１４番地 警察・消防用品
（有）丸山防災センター　 福岡県直方市下新入２４１４番地 保守管理
三笠特殊工業（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１６－１４ 清掃
三笠特殊工業（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１６－１４ 保守管理
帝産業（株）　 福岡県北九州市八幡東区白川町９－１２ 警察・消防用品
（株）水上洋行　 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭三丁目１－２２ 事務機器
（株）水上洋行　 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭三丁目１－２２ 理化学医薬・保健機器
水三島紙工（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ 印刷
水三島紙工（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ 情報処理
水三島紙工（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ 事務処理
三孝産業（有）　 福岡県宗像市須恵３丁目２６－１ 廃棄物処理
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 保守管理
三菱ＵＦＪニコス（株）　 東京都文京区本郷３－３３－５ その他
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）　大阪 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５ 情報処理
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）　大阪 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５ 検査・分析・調査
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）　大阪 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５ 研修・講習
（株）ミナミ商事　 福岡県福岡市博多区美野島２－６－５ 事務機器
（株）ミナミ商事　 福岡県福岡市博多区美野島２－６－５ 教育機器
（株）ミナミ商事　 福岡県福岡市博多区美野島２－６－５ 理化学医薬・保健機器
（株）ミノル　 福岡県宗像市くりえいと２－５－２６ 事務機器
（株）ミノル　 福岡県宗像市くりえいと２－５－２６ リース・レンタル
（株）ムトウ　福岡営業部 福岡県福岡市博多区千代４－２９－２７ 理化学医薬・保健機器
（株）ムトウ　福岡営業部 福岡県福岡市博多区千代４－２９－２７ 薬品
（株）宗像オート整備工場　 福岡県宗像市東郷３－６－１０ 車両類
（株）宗像オート整備工場　 福岡県宗像市東郷３－６－１０ 車両整備
宗像管工事（協）　 福岡県宗像市東郷１０８３－３ 工事用材料
宗像管工事（協）　 福岡県宗像市東郷１０８３－３ 鉄鋼・非鉄鋼製品
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宗像管工事（協）　 福岡県宗像市東郷１０８３－３ 水道用品
宗像機工（株）　 福岡県宗像市田野字岡手９６６－２ 農林業用用品
宗像機工（株）　 福岡県宗像市田野字岡手９６６－２ 鉄鋼・非鉄鋼製品
宗像機工（株）　 福岡県宗像市田野字岡手９６６－２ 水道用品
宗像漁業協同組合　 福岡県宗像市鐘崎７７８－５ 荒物雑貨
宗像漁業協同組合　 福岡県宗像市鐘崎７７８－５ 保守管理
宗像漁業協同組合　 福岡県宗像市鐘崎７７８－５ 廃棄物処理
（公社）宗像市シルバー人材センター　 福岡県宗像市赤間四丁目２番１号 清掃
（公社）宗像市シルバー人材センター　 福岡県宗像市赤間四丁目２番１号 保守管理
宗像浄化総合管理センター（有）　 福岡県宗像市東郷５－６－３４ 保守管理
宗像整備協業組合　 福岡県宗像市村山田１３６６－２ 車両整備
宗像緑地建設（株）　 福岡県宗像市日の里２―１１―１ 清掃
宗像緑地建設（株）　 福岡県宗像市日の里２―１１―１ 保守管理
宗像緑地建設（株）　 福岡県宗像市日の里２―１１―１ リース・レンタル
室園電気管理事務所　 福岡県宗像市大井台６－１２ 保守管理
明光産業（株）　 福岡県北九州市八幡東区中尾１－１３－７ 薬品
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・通信機器
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 産業用機械
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 保守管理
メタウォーターサービス（株）　事業推進本部　西日本営業部 大阪府大阪市北区小松原町２－４　大阪富国生命ビル 産業用機械
メタウォーターサービス（株）　事業推進本部　西日本営業部 大阪府大阪市北区小松原町２－４　大阪富国生命ビル 清掃
メタウォーターサービス（株）　事業推進本部　西日本営業部 大阪府大阪市北区小松原町２－４　大阪富国生命ビル 保守管理
メディアインターナショナル（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３　はかた近代ビル２Ｆ 電気・通信機器
メディアインターナショナル（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３　はかた近代ビル２Ｆ 繊維製品
メディアインターナショナル（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３　はかた近代ビル２Ｆ 荒物雑貨
（有）メディカルエイト　 福岡県福岡市西区今宿東３‐３４‐４４‐４ 理化学医薬・保健機器
（株）森荘　 福岡県福岡市博多区吉塚八丁目１－６７ 繊維製品
（株）モリタ　福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－３－２０ 車両類
（株）モリタ　福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－３－２０ 警察・消防用品
（株）モリタテクノス　福岡営業部 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３―３―２０ 車両類
（株）モリタテクノス　福岡営業部 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３―３―２０ 警察・消防用品
（株）モリタテクノス　福岡営業部 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３―３―２０ 車両整備
（株）守谷商会　九州支店 福岡県福岡市博多区祇園町２－１ 理化学医薬・保健機器
（株）守谷商会　九州支店 福岡県福岡市博多区祇園町２－１ 産業用機械
（株）安川電機　九州支店 福岡県福岡市中央区天神１－６－８ 保守管理
（株）柳原産業　 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南３－４－１２ 清掃
（株）柳原産業　 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南３－４－１２ 廃棄物処理
（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 理化学医薬・保健機器
（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 車両類
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（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 警察・消防用品
（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 保守管理
（株）ヤマウチ　北九州支店 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３－３－６ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（株）ヤマウチ　北九州支店 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３－３－６ 水道用品
（株）ヤマガ　 福岡県北九州市八幡西区夕原町４－８ 印刷
（株）ヤマガ　 福岡県北九州市八幡西区夕原町４－８ 事務機器
（株）ヤマガ　 福岡県北九州市八幡西区夕原町４－８ 記念品・時計
（株）ヤマガ　 福岡県北九州市八幡西区夕原町４－８ 看板・展示品
（株）ヤマガ　 福岡県北九州市八幡西区夕原町４－８ イベント・企画
（有）ヤマサキ装飾　 福岡県宗像市三郎丸５－７－１ 室内装飾品
山下医科器械（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区半道橋２－４－２４ 理化学医薬・保健機器
山下医科器械（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区半道橋２－４－２４ 薬品
山下医科器械（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区半道橋２－４－２４ その他
大和紙料（株）　グリーンセービング福岡 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字猿渡４０４－２ 資源回収
（株）大和速記情報センター　福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 情報処理
（株）大和速記情報センター　福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 事務処理
（有）大和電器　 福岡県宗像市赤間４丁目１０－５ 電気・通信機器
（株）山文　福岡支店 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ 食料品
（株）山文　福岡支店 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ 警察・消防用品
（株）山文　福岡支店 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ その他の物品
（有）田中運輸建設　 福岡県宗像市東郷３－３－６ 廃棄物処理
（有）吉武造園　 福岡県宗像市上八１４１９ 清掃
（有）吉武造園　 福岡県宗像市上八１４１９ 消毒・害虫駆除
ユニック九州販売（株）　 福岡県福岡市博多区板付２－１－３１ 車両類
ユニック九州販売（株）　 福岡県福岡市博多区板付２－１－３１ 車両類
ユニック九州販売（株）　 福岡県福岡市博多区板付２－１－３１ 警察・消防用品
ユニック九州販売（株）　 福岡県福岡市博多区板付２－１－３１ 保守管理
（株）横手技研　 福岡県福岡市南区玉川町６ー５ 保守管理
吉井商事（株）　 福岡県宗像市深田６０－１ 燃料類
（株）ヨシカネ　 福岡県北九州市小倉北区大門１丁目４－１ 事務機器
（株）ヨシカネ　 福岡県北九州市小倉北区大門１丁目４－１ 繊維製品
（株）ヨシカネ　 福岡県北九州市小倉北区大門１丁目４－１ 記念品・時計
ヨシタケＴＳ（株）　 福岡県福岡市南区的場１－２２－１６ 薬品
ヨシタケＴＳ（株）　 福岡県福岡市南区的場１－２２－１６ その他の物品
ヨシタケＴＳ（株）　 福岡県福岡市南区的場１－２２－１６ 検査・分析・調査
（有）吉田釣具店　 福岡県宗像市東郷３－３－２ 運動用品
（有）吉田釣具店　 福岡県宗像市東郷３－３－２ 荒物雑貨
（有）吉田釣具店　 福岡県宗像市東郷３－３－２ その他の物品
（株）吉谷機械製作所　 鳥取県鳥取市古海３５６－１ 車両類
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（株）吉谷機械製作所　 鳥取県鳥取市古海３５６－１ 車両類
（株）吉谷機械製作所　 鳥取県鳥取市古海３５６－１ 車両類
（株）吉野白蟻研究所　 福岡県福岡市東区箱崎６－１３－１２ 消毒・害虫駆除
（株）読売広告西部　 福岡県福岡市中央区赤坂１－１６－５ イベント・企画
（株）ライフ電気　 福岡県宗像市自由ケ丘２－５－７ 電気・通信機器
（合）ラックグリーン　 福岡県宗像市江口１２４８ 農林業用用品
（合）ラックグリーン　 福岡県宗像市江口１２４８ 清掃
（合）ラックグリーン　 福岡県宗像市江口１２４８ 消毒・害虫駆除
（有）陸地測量事務所　 福岡県宗像市東郷５‐６‐４０ 検査・分析・調査
リコーリース（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－３５ リース・レンタル
（株）リサーチアンドソリューション　 福岡県福岡市博多区上呉服町１２‐３３ 事務機器
（株）リサーチアンドソリューション　 福岡県福岡市博多区上呉服町１２‐３３ 電気・通信機器
（株）リサーチアンドソリューション　 福岡県福岡市博多区上呉服町１２‐３３ 情報処理
（株）菱熱　 福岡県福岡市博多区博多駅南１‐８‐１３ 電気・通信機器
（株）菱熱　 福岡県福岡市博多区博多駅南１‐８‐１３ 保守管理


