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商号又は名称 所在地 業種
（株）アーキジオ 福岡県大野城市川久保２－１－１ 検査・分析・調査
（株）アーバントラフィックエンジニアリング 福岡県福岡市中央区大宮１－４－３４ 検査・分析・調査
（株）アームズ 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１‐１７‐１０ 清掃
（株）アームズ 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１‐１７‐１０ 警備・受付・案内
（株）アームズ 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１‐１７‐１０ 消毒・害虫駆除
（株）アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 熊本県熊本市中央区九品寺１－５－１１ 事務機器
（株）アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 熊本県熊本市中央区九品寺１－５－１１ 情報処理
（株）アール・ツーエス 福岡県福岡市博多区元町１－６－１６ 医療福祉
ＲＫＢミューズ（株） 福岡県福岡市早良区百道浜２－３－８ イベント･企画
ＲＫＢミューズ（株） 福岡県福岡市早良区百道浜２－３－８ 人材派遣
ＲＫＢミューズ（株） 福岡県福岡市早良区百道浜２－３－８ その他
Ｒ－ＤＥＳＩＧＮ　アールデザイン 福岡県福岡市南区南大橋２ー３７－１０ 印刷
Ｒ－ＤＥＳＩＧＮ　アールデザイン 福岡県福岡市南区南大橋２ー３７－１０ 看板・展示品
Ｒ－ＤＥＳＩＧＮ　アールデザイン 福岡県福岡市南区南大橋２ー３７－１０ イベント･企画
アイ・ティ・アサヒ（株） 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
アイ・ティ・アサヒ（株） 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 イベント･企画
（株）アイヴィジット 東京都渋谷区代々木２－２－１ 警備・受付・案内
（株）アイヴィジット 東京都渋谷区代々木２－２－１ 検査・分析・調査
（株）アイヴィジット 東京都渋谷区代々木２－２－１ その他
アイギスセキュリティ（合） 福岡県北九州市八幡西区黒崎３－１－３菅原第一ビルディング５階Ｅ号室 警備・受付・案内
ＩＣＴコンストラクション（株） 福岡県福岡市博多区冷泉町冷泉町５－３５　福岡祇園第一生命ビル５階 事務機器
ＩＣＴコンストラクション（株） 福岡県福岡市博多区冷泉町冷泉町５－３５　福岡祇園第一生命ビル５階 情報処理
あいちぇんじ（株） 福岡県福津市若木台１－２２－１ 印刷
愛知時計電機（株） 福岡県福岡市南区高宮５－３－１２　ニシコーリビング高宮５階 理化学医薬・保健機器
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
ＩＴヘルスケア（株） 福岡県福岡市博多区榎田２－３－２７　ＳＴＳ第２ビル２階 事務機器
（株）アイティフォー 東京都千代田区一番町２１ 情報処理
（株）アイティフォー 東京都千代田区一番町２１ リース・レンタル
（株）アイティフォー 東京都千代田区一番町２１ その他
アイテック（株） 福岡県福岡市西区姪の浜２－３－１１－３０４ 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 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
（株）アイネス 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１ 事務機器
（株）アイネス 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１ 情報処理
ＩＢＪＬ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門１－２－６ リース・レンタル
（株）アイホー 福岡県福岡市博多区板付６－５－２ 厨房機器
（株）アイワ 福岡県福岡市南区柳瀬２－３－２ 薬品
（株）アイワ 福岡県福岡市南区柳瀬２－３－２ 保守管理
（株）アウルズ 福岡県北九州市小倉北区米町１－３－１０　一宮ビル７階 イベント･企画
（株）アウルズ 福岡県北九州市小倉北区米町１－３－１０　一宮ビル７階 人材派遣
（株）アウルズ 福岡県北九州市小倉北区米町１－３－１０　一宮ビル７階 その他
（有）青木電設 福岡県遠賀郡岡垣町山田峠１－２－８ 電気・通信機器
青木モータース 福岡県宗像市牟田尻１８４８－１ 車両整備
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アオヤギ（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－３１ 印刷
アオヤギ（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－３１ 情報処理
アオヤギ（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－３１ その他
（株）赤間造園 福岡県宗像市冨地原２０５５－１ 清掃
（株）赤間造園 福岡県宗像市冨地原２０５５－１ 消毒・害虫駆除
（株）赤間造園 福岡県宗像市冨地原２０５５－１ 保守管理
（株）明広建設 福岡県宗像市三郎丸３丁目３４－１５ 清掃
（株）アクシス 福岡県北九州市八幡西区瀬板１－１６－１ 印刷
（株）アクシス 福岡県北九州市八幡西区瀬板１－１６－１ 情報処理
（株）アクシス 福岡県北九州市八幡西区瀬板１－１６－１ イベント･企画
アクティオ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１５－１９　ＫＳ・Ｔ駅東ビル５階 警備・受付・案内
アクティオ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１５－１９　ＫＳ・Ｔ駅東ビル５階 イベント･企画
アクティオ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１５－１９　ＫＳ・Ｔ駅東ビル５階 研修・講習
（株）アクティネットワーク社 福岡県福岡市中央区警固２－１７－３０－４Ｆ 検査・分析・調査
（株）アクティネットワーク社 福岡県福岡市中央区警固２－１７－３０－４Ｆ イベント･企画
（有）アクティブ企画ふくちや 福岡県直方市新町３－２－３７ 清掃
（株）アクト・ビズ 福岡県糟屋郡志免町南里３‐１１‐７ 検査・分析・調査
（株）アクト・ビズ 福岡県糟屋郡志免町南里３‐１１‐７ その他
浅野環境ソリューション（株） 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） 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） 福岡県福岡市博多区綱場町２－２ 保守管理
朝日警備保障（株） 福岡県福岡市中央区平尾２－１５－２６ 警備・受付・案内
朝日警備保障（株） 福岡県福岡市中央区平尾２－１５－２６ 保守管理
（株）朝日工業社 福岡県福岡市中央区警固２－１７－６ 保守管理
（株）朝日広告社 福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－１３　博多駅南Ｒビル８Ｆ イベント･企画
朝日航洋（株） 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） 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） 福岡県福岡市博多区博多駅東３‐１２‐１ リース・レンタル
旭梱包運輸（株） 福岡県北九州市戸畑区三六町１４－２２ 薬品
（株）旭商会 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１７ 清掃
（株）旭商会 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１７ 警備・受付・案内
（株）旭商会 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１７ 消毒・害虫駆除
（株）朝日ビルメンテナンス 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１－１ 清掃
（株）朝日ビルメンテナンス 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１－１ 警備・受付・案内
（株）朝日ビルメンテナンス 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１－１ 保守管理
アサヒプリテック（株） 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） 福岡県福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 電気・通信機器
旭防災設備（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－１６－１４ 保守管理
（株）アジア共同設計コンサルタント 福岡県宗像市田熊２－３－２４ 検査・分析・調査
アジア航測（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４ー９ー２　八百治センタービル 地図・航空写真
アジア航測（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４ー９ー２　八百治センタービル 情報処理
アジア航測（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４ー９ー２　八百治センタービル 検査・分析・調査
アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水５‐１３１０ 情報処理
アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水５‐１３１０ 検査・分析・調査
アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区滝ノ水５‐１３１０ 医療福祉
（株）アスカ 福岡県福岡市博多区東光寺町２ー９－４１ 運動用品
（株）アスコ大東 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 地図・航空写真
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（株）アスコ大東 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 情報処理
（株）アスコ大東 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 検査・分析・調査
（株）梓書院 福岡県福岡市博多区千代３－２－１ 印刷
（株）梓書院 福岡県福岡市博多区千代３－２－１ イベント･企画
（株）アステム 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 福岡県宗像市稲元３－１－１０ 薬品
アズビル（株） 福岡県福岡市博多区冷泉町２番１号 電気・通信機器
アズビル（株） 福岡県福岡市博多区冷泉町２番１号 保守管理
アズビル金門（株） 福岡県福岡市博多区千代１－１７－１パピヨン２４ 水道用品
（株）アソウ・ヒューマニーセンター 福岡県福岡市中央区天神２－８－４１ 情報処理
（株）アソウ・ヒューマニーセンター 福岡県福岡市中央区天神２－８－４１ 事務処理
麻生介護サービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２７－２２ 医療福祉
麻生鉱山（株） 福岡県飯塚市芳雄町７－１８ 特殊物品
（株）麻生情報システム 福岡県飯塚市吉原町６－１　あいタウン３階 事務機器
（株）麻生情報システム 福岡県飯塚市吉原町６－１　あいタウン３階 情報処理
麻生レコードマネジメント（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２５－２４－４Ｆ 情報処理
麻生レコードマネジメント（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２５－２４－４Ｆ 検査・分析・調査
（株）足立工作所 福岡県北九州市八幡東区前田（２丁目－４－１９） 保守管理
（株）アド・ベンチャー 福岡県糸島市有田中央２－１４－３９ 印刷
（株）アド・ベンチャー 福岡県糸島市有田中央２－１４－３９ イベント･企画
（株）アド通信社西部本社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１７－５ 検査・分析・調査
（株）アド通信社西部本社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１７－５ イベント･企画
（株）アド通信社西部本社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１７－５ 研修・講習
（有）アトム商事 福岡県福岡市東区和白４ー２３ー２３ 消毒・害虫駆除
アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜３－１－６ 事務機器
アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜３－１－６ 情報処理
アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜３－１－６ 人材派遣
（株）アトル 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 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２－５－１ 薬品
（株）アトレア・コンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０－２階 検査・分析・調査
（株）アトレア・コンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０－２階 研修・講習
（有）安部食産 福岡県宗像市日の里１－１４－１ 食料品
アポロ興産（株） 福岡県福岡市早良区飯倉４－９－１５ その他の物品
（株）アム・トゥーワン 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１７ イベント･企画
アライド・ブレインズ（株） 東京都千代田区一ツ橋　２－６－８　トミービル３．２階 情報処理
アライド・ブレインズ（株） 東京都千代田区一ツ橋　２－６－８　トミービル３．２階 検査・分析・調査
アライド・ブレインズ（株） 東京都千代田区一ツ橋　２－６－８　トミービル３．２階 研修・講習
（株）アラキ 福岡県久留米市荒木町荒木１９６４－１５ 薬品
（株）アラキ 福岡県久留米市荒木町荒木１９６４－１５ 看板・展示品
（株）アラキ 福岡県久留米市荒木町荒木１９６４－１５ 警察・消防用品
（株）有明測量開発社 福岡県福岡市中央区平尾３－６－９－１００５ 検査・分析・調査
有吉工務店（株） 福岡県宗像市徳重１－１２－１０ 電気・通信機器
有吉工務店（株） 福岡県宗像市徳重１－１２－１０ 厨房機器
有吉工務店（株） 福岡県宗像市徳重１－１２－１０ 工事用材料
（株）アルサ 福岡県糟屋郡久山町久原２２７３－１５ クリーニング
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王１－３－５ 電気・通信機器
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王１－３－５ その他
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（同）アルタイル 福岡県宗像市樟陽台２－１４－６ 理化学医薬・保健機器
（同）アルタイル 福岡県宗像市樟陽台２－１４－６ 写真
（同）アルタイル 福岡県宗像市樟陽台２－１４－６ その他
アルファ綜合サービス（株） 福岡県福岡市南区清水１－１６－８ 警備・受付・案内
アルフォーインターナショナル（株） 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） 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） 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） 福岡県北九州市八幡西区樋口町４－１４ 薬品
（株）アルボース 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 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
安全警備（株） 福岡県北九州市八幡西区筒井町５－５ 警備・受付・案内
（株）アンチータ 福岡県福岡市東区舞松原２‐２３‐２８ 清掃
（株）アンチータ 福岡県福岡市東区舞松原２‐２３‐２８ 消毒・害虫駆除
アントス（株） 福岡県飯塚市上三緒１７２‐１ 消毒・害虫駆除
（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
（有）イーグル宗像 福岡県宗像市大井台２０－１ 薬品
（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 福岡県福岡市博多区対馬小路１－２１ 理化学医薬・保健機器
（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 福岡県福岡市博多区対馬小路１－２１ 検査・分析・調査
（株）イーディシー 福岡県福岡市中央区港１－８－４ 地図・航空写真
（株）イーディシー 福岡県福岡市中央区港１－８－４ 情報処理
（株）イーディシー 福岡県福岡市中央区港１－８－４ 検査・分析・調査
イオンディライト（株） 福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１ 電気・通信機器
イオンディライト（株） 福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１ 清掃
イオンディライト（株） 福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１ 保守管理
（株）池浦システムサービス 福岡県宗像市宮田１－１６－３ 事務機器
（株）池浦システムサービス 福岡県宗像市宮田１－１６－３ 理化学医薬・保健機器
池浦商会 福岡県宗像市平等寺６０８－２ 事務機器
池浦商会 福岡県宗像市平等寺６０８－２ 理化学医薬・保健機器
（有）池田商店 熊本県熊本市西区花園２－１２－４４ 資源回収
石垣メンテナンス（株） 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） 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） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 保守管理
（株）泉屋商店 福岡県北九州市若松区桜町２２－１６ 車両類
（株）イセトー 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 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６　２階 情報処理
（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
板倉武道具 福岡県宗像市石丸２－２１－６ 運動用品
板倉武道具 福岡県宗像市石丸２－２１－６ 記念品・時計
一冨士フードサービス（株） 福岡県福岡市博多区住吉４－３－２ 医療福祉
一冨士フードサービス（株） 福岡県福岡市博多区住吉４－３－２ その他
イデアパートナーズ（株） 福岡県福岡市中央区天神４－２－３６ 検査・分析・調査
イデアパートナーズ（株） 福岡県福岡市中央区天神４－２－３６ イベント･企画
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イデアパートナーズ（株） 福岡県福岡市中央区天神４－２－３６ 研修・講習
イデグチ教材 福岡県糟屋郡志免町別府東２－１０－５ 教育機器
イデミツスポーツ 福岡県宗像市赤間５－１－８ 運動用品
イトウ建機リース（株） 福岡県宗像市田野２７０－７ 車両類
イトウ建機リース（株） 福岡県宗像市田野２７０－７ 運搬業務
イトウ建機リース（株） 福岡県宗像市田野２７０－７ リース・レンタル
伊藤忠エネクス（株） 東京都港区虎ノ門２－１０－１ 燃料類
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）イトーキエンジニアリングサービス 東京都中央区入船３－６ー１４ 保守管理
（有）イトダネーム 福岡県福岡市南区若久１丁目１８番１号 繊維製品
（有）イトダネーム 福岡県福岡市南区若久１丁目１８番１号 記念品・時計
（有）イトダネーム 福岡県福岡市南区若久１丁目１８番１号 看板・展示品
稲尾産業（株） 福岡県福岡市博多区西月隈５－４－４６ リース・レンタル
稲益造船（株） 福岡県北九州市若松区藤ノ木３－２－２ 車両類
（株）井上書店 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 福岡県福岡市南区井尻４－４２－２５－１０２ 人材派遣
（株）イビソク 福岡県福岡市南区井尻４－４２－２５－１０２ リース・レンタル
今別府産業（株） 福岡県福岡市博多区井相田３－２５－１ 道路標識
今別府産業（株） 福岡県福岡市博多区井相田３－２５－１ 工事用材料
今別府産業（株） 福岡県福岡市博多区井相田３－２５－１ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（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
（一財）医療情報健康財団 福岡県福岡市博多区店屋町４－１５ 医療福祉
印刷工房　ながしま 福岡県宗像市神湊１０８１－２ 印刷
（株）インソース 東京都千代田区神田錦町１－１９－１　神田橋パークビル５階 情報処理
（株）インソース 東京都千代田区神田錦町１－１９－１　神田橋パークビル５階 検査・分析・調査
（株）インソース 東京都千代田区神田錦町１－１９－１　神田橋パークビル５階 研修・講習
（株）インタラック西日本 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１７ 研修・講習
（株）インタラック西日本 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１７ 人材派遣
（株）インタラック西日本 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１７ その他
（株）インテック 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－１　福岡ビルＳ館 情報処理
インプレッション（株） 福岡県宗像市三倉１７－１ 印刷
インプレッション（株） 福岡県宗像市三倉１７－１ 看板・展示品
インプレッション（株） 福岡県宗像市三倉１７－１ イベント･企画
（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） 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） 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） 福岡県福岡市南区野間１－１３－１　グレイスビル２０１ その他
（株）ウォーターエージェンシー 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 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 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 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 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６ 保守管理
（株）宇治福産業 福岡県福岡市東区原田１－２２－３６ 廃棄物処理
（株）ウチダシステムズ 福岡県福岡市博多区諸岡５－２－１ 事務機器
（株）ウチダシステムズ 福岡県福岡市博多区諸岡５－２－１ 教育機器
（株）ウチダシステムズ 福岡県福岡市博多区諸岡５－２－１ その他
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（株）内田洋行 福岡県福岡市中央区大名２－９－２７ 事務機器
（株）内田洋行 福岡県福岡市中央区大名２－９－２７ 教育機器
（株）内田洋行 福岡県福岡市中央区大名２－９－２７ リース・レンタル
内山体育施設（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１７－１ 教育機器
内山体育施設（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１７－１ 保守管理
うどう書店 福岡県宗像市自由ケ丘３－１２－６ 書籍
うどう書店 福岡県宗像市自由ケ丘３－１２－６ 音楽用品
（株）梅田建設 福岡県宗像市冨地原２０５４ー４ 清掃
（株）梅田建設 福岡県宗像市冨地原２０５４ー４ 廃棄物処理
（株）梅本林業 福岡県宗像市東郷２－１－４３ 清掃
（株）梅本林業 福岡県宗像市東郷２－１－４３ 消毒・害虫駆除
（株）梅本林業 福岡県宗像市東郷２－１－４３ その他
占部産業（株） 福岡県宗像市東郷５－６－３４ 清掃
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
エイキ北九州販社 福岡県北九州市若松区宮丸１－１６－１０ 教育機器
エイケン（株） 福岡県福岡市博多区空港前５－２－１９ 清掃
エイケン（株） 福岡県福岡市博多区空港前５－２－１９ 消毒・害虫駆除
エイケン（株） 福岡県福岡市博多区空港前５－２－１９ 検査・分析・調査
（株）永興エナジー 福岡県福岡市博多区半道橋２－６－１６ 燃料類
（有）エイコーウェル 福岡県宗像市日の里１－１１－１０ その他
（株）エイジェック 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５　キャナルシティ・ビジネスセンタービル　６階 警備・受付・案内
（株）エイジェック 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５　キャナルシティ・ビジネスセンタービル　６階 人材派遣
（株）エイジェック 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５　キャナルシティ・ビジネスセンタービル　６階 その他
（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）映像システム 福岡県福岡市博多区博多駅南１－２－１５　事務機ビル 電気・通信機器
（株）映像システム 福岡県福岡市博多区博多駅南１－２－１５　事務機ビル 保守管理
（株）永大開発コンサルタント 福岡県宗像市田久４‐１６‐１第２金石ビル２０４号 教育機器
（株）永大開発コンサルタント 福岡県宗像市田久４‐１６‐１第２金石ビル２０４号 情報処理
（株）ＨＳＤ 福岡県宗像市三倉１７－１ 印刷
（株）ＨＳＤ 福岡県宗像市三倉１７－１ 情報処理
（株）ＨＳＤ 福岡県宗像市三倉１７－１ イベント･企画
（株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１３－３４ 電気・通信機器
（株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１３－３４ 保守管理
エイトレント（株） 福岡県糟屋郡粕屋町仲原ミヨリ２７８７－１ 特殊物品
エイトレント（株） 福岡県糟屋郡粕屋町仲原ミヨリ２７８７－１ イベント･企画
エイトレント（株） 福岡県糟屋郡粕屋町仲原ミヨリ２７８７－１ リース・レンタル
英和（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－１ 理化学医薬・保健機器
英和（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－１ 産業用機械
英和（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－１ 車両類
（有）エイワン 福岡県福岡市南区老司３－９－１８ その他
（有）エー・エー・シー 福岡県宗像市天平台２８－１４ 事務機器
（有）エー・エー・シー 福岡県宗像市天平台２８－１４ 情報処理
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（株）エー・ワイ・エス 福岡県古賀市薦野１９３７‐９ 事務機器
（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 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
エクサ通信（株） 福岡県福岡市博多区綱場町９ー１１ 電気・通信機器
エクサ通信（株） 福岡県福岡市博多区綱場町９ー１１ リース・レンタル
（株）江口商店 福岡県久留米市梅満町９９４－９－７０４ 資源回収
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 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） 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） 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） 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 情報処理
（株）エコテックネオ 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－３５ 清掃
（株）エコテックネオ 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－３５ 検査・分析・調査
（株）エコロサポート 福岡県福津市舎利蔵字大門田２６８ 資源回収
エス・イー・シーエレベーター（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－９－８ 保守管理
（株）エスアールエル 東京都新宿区西新宿２－１－１ 理化学医薬・保健機器
（株）エスアールエル 東京都新宿区西新宿２－１－１ 検査・分析・調査
（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）ＳＴＪレンテック 東京都港区海岸２－２－６ 電気・通信機器
（株）ＳＴＪレンテック 東京都港区海岸２－２－６ リース・レンタル
（株）ＳＴＪレンテック 東京都港区海岸２－２－６ その他
（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
（株）エステム 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 保守管理
（株）エステム 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 検査・分析・調査
（株）ＳＢＳ情報システム 静岡県静岡市駿河区登呂３－１－１ 情報処理
（株）エスピープラン 福岡県宗像市陵厳寺２－２８－６ イベント･企画
（株）エスピープラン 福岡県宗像市陵厳寺２－２８－６ 研修・講習
（株）エスプレス大分 大分県大分市下郡字向新地３７２０－１ 廃棄物処理
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・アイ・ケイ 熊本県熊本市中央区水道町１４－２７ 事務機器
（株）エヌ・アイ・ケイ 熊本県熊本市中央区水道町１４－２７ 情報処理
（株）エヌ・アイ・ケイ 熊本県熊本市中央区水道町１４－２７ イベント･企画
（株）エヌ・イーサポート 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 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・スマートコネクト（株） 大阪府大阪市北区大深町３－１ 情報処理
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株） 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） 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） 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・ティマーケティングアクト 福岡県福岡市博多区上川端町１３－８ その他
ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ リース・レンタル
ＮＥＣネッツエスアイ（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 電気・通信機器
ＮＥＣネッツエスアイ（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 保守管理
ＮＥＣネッツエスアイ（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 情報処理
ＮＥＣフィールディング（株） 福岡県福岡市博多区榎田２－３－２７ 事務機器
ＮＥＣフィールディング（株） 福岡県福岡市博多区榎田２－３－２７ 電気・通信機器
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ＮＥＣフィールディング（株） 福岡県福岡市博多区榎田２－３－２７ 保守管理
エヌエス環境（株） 福岡県福岡市南区井尻２－２１－３６ 検査・分析・調査
（株）エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区新高１－８－１７ 理化学医薬・保健機器
（株）エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区新高１－８－１７ 保守管理
（株）エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区新高１－８－１７ 検査・分析・調査
（株）ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ 東京都港区芝浦１－１－１ 情報処理
（株）ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ 東京都港区芝浦１－１－１ その他
（株）エヌジェーシー 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１－２９　博多第２ムカヰビル３Ｆ 人材派遣
ＮＤＳデータソリューションズ（株） 福岡県福岡市博多区石城町１－１ 情報処理
（株）ＮＤＫＣＯＭ 長崎県長崎市栄町５－１１ 事務機器
（株）ＮＤＫＣＯＭ 長崎県長崎市栄町５－１１ 情報処理
（株）ＮＤＫＣＯＭ 長崎県長崎市栄町５－１１ リース・レンタル
（株）ＮＴＴドコモ 福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－１ 事務機器
（株）ＮＴＴドコモ 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 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） 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 電気・通信機器
ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 保守管理
ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 情報処理
ＮＴＴファイナンス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前２－２－１ リース・レンタル
ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町２－９０－５ 清掃
ＮＰＯ法人グロウ 福岡県宗像市久原１８０宗像市市民活動交流館 情報処理
ＮＰＯ法人グロウ 福岡県宗像市久原１８０宗像市市民活動交流館 イベント･企画
エネサーブ（株） 滋賀県大津市月輪２‐１９‐６ その他
荏原実業（株） 広島県広島市東区東蟹屋町１５－３ 薬品
荏原実業（株） 広島県広島市東区東蟹屋町１５－３ 産業用機械
荏原実業（株） 広島県広島市東区東蟹屋町１５－３ 保守管理
（株）エフエスユニ 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 福岡県北九州市小倉南区舞ケ丘５－１－１ 保守管理
（株）ＦＦＧビジネスコンサルティング 福岡県福岡市中央区天神２－１３－１ 検査・分析・調査
（株）ＦＦＧビジネスコンサルティング 福岡県福岡市中央区天神２－１３－１ イベント･企画
（株）ＦＦＧビジネスコンサルティング 福岡県福岡市中央区天神２－１３－１ 研修・講習
エフビットコミュニケーションズ（株） 京都府京都市南区東九条室町２３ 燃料類
（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
ＭＨＩ下関エンジニアリング（株） 山口県下関市彦島江の浦町６－１６－１ 車両類
ＭＭＣダイヤモンドファイナンス（株） 東京都港区芝５－３４－６ リース・レンタル
（株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島２－８４－１ 事務機器
（株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島２－８４－１ 情報処理
（株）エムティーアイ 東京都新宿区西新宿３－２０－２ 情報処理
（株）えむぼま 愛媛県松山市余戸中４－５－４３ 電気・通信機器
（株）えむぼま 愛媛県松山市余戸中４－５－４３ 情報処理
（株）えむぼま 愛媛県松山市余戸中４－５－４３ イベント･企画
（株）エルコムジャパン 福岡県福岡市博多区東比恵３－３１－１１ その他の物品
（株）エルコムジャパン 福岡県福岡市博多区東比恵３－３１－１１ リース・レンタル
（株）エレックス極東 愛知県名古屋市天白区島田３ー６０８ー１ 保守管理
エレベーターコミュニケーションズ（株） 佐賀県佐賀市水ケ江４－１－４３　メゾンドール１Ｆ 保守管理
（株）愛和環境管理 福岡県北九州市八幡西区穴生３ー２ー２０ 清掃
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（株）愛和環境管理 福岡県北九州市八幡西区穴生３ー２ー２０ 廃棄物処理
（株）愛和環境管理 福岡県北九州市八幡西区穴生３ー２ー２０ 運搬業務
（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） 福岡県福岡市博多区博多駅南２－３－１ リース・レンタル
王子テック（株） 福岡県福岡市早良区次郎丸６－５－８ 厨房機器
王子テック（株） 福岡県福岡市早良区次郎丸６－５－８ 荒物雑貨
（株）オーイーシー 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
大神設計（株） 福岡県福岡市南区柏原１－４－１１ 情報処理
大神設計（株） 福岡県福岡市南区柏原１－４－１１ 人材派遣
大神設計（株） 福岡県福岡市南区柏原１－４－１１ その他
（株）オークス 東京都渋谷区代々木２－７－７ その他
（株）オークラ 福岡県太宰府市通古賀１‐１２‐８ 看板・展示品
（株）オークラ 福岡県太宰府市通古賀１‐１２‐８ イベント･企画
（株）オークラ 福岡県太宰府市通古賀１‐１２‐８ リース・レンタル
（株）大里印刷センター 福岡県福岡市東区二又瀬新町１２－２９ 印刷
（株）大島産業 福岡県宗像市冨地原１７９１－１ 清掃
（株）大竹フェンス商会 福岡県宗像市日の里２－２０－５ 運動用品
（株）大竹フェンス商会 福岡県宗像市日の里２－２０－５ 看板・展示品
（株）大竹フェンス商会 福岡県宗像市日の里２－２０－５ 保守管理
大谷化学工業（株） 福岡県糟屋郡粕屋町仲原２５６７ 廃棄物処理
（株）大塚商会 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４　　大博センタービル８階 事務機器
（株）大塚商会 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４　　大博センタービル８階 電気・通信機器
（株）大塚商会 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４　　大博センタービル８階 情報処理
（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）オオバ 福岡県福岡市中央区大手門１－１－１２ 情報処理
（株）オオバ 福岡県福岡市中央区大手門１－１－１２ 検査・分析・調査
大橋エアシステム（株） 福岡県福岡市中央区薬院２－３－４１ 保守管理
（株）岡本 福岡県福岡市博多区東比恵２－２０－１ 水道用品
小川ポンプ工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－７－３５　博多ハイテックビル４０７ 車両類
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
沖ウィンテック（株） 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５ 電気・通信機器
沖ウィンテック（株） 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５ 保守管理
（株）沖電気カスタマアドテック 福岡県福岡市南区向野２－９－２６ 電気・通信機器
（株）沖電気カスタマアドテック 福岡県福岡市南区向野２－９－２６ 保守管理
沖電気工業（株） 福岡県福岡市中央区天神２－１３－７ 事務機器
沖電気工業（株） 福岡県福岡市中央区天神２－１３－７ 電気・通信機器
沖電気工業（株） 福岡県福岡市中央区天神２－１３－７ 保守管理
（株）沖縄科学ＡＶセンター 福岡県福津市宮司浜２－３－１１ 教育機器
（株）沖縄科学ＡＶセンター 福岡県福津市宮司浜２－３－１１ 電気・通信機器
（株）沖縄科学ＡＶセンター 福岡県福津市宮司浜２－３－１１ 保守管理
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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
（株）尾園 福岡県宗像市日の里２ー１１－２ 食料品
小田かしわ店 福岡県宗像市大井２７１ー１ 食料品
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
（株）オネックス 福岡県福岡市博多区奈良屋町１４－２２ 運動用品
（株）オネックス 福岡県福岡市博多区奈良屋町１４－２２ 看板・展示品
（株）オネックス 福岡県福岡市博多区奈良屋町１４－２２ イベント･企画
（株）オフィスＴ．Ｉ．Ａ 福岡県宗像市東郷１－４－１８ その他
（株）オフィスＴ．Ｉ．Ａ 福岡県宗像市東郷１－４－１８ その他
（株）オフィスステーションカジワラ 福岡県筑紫野市紫２－２－１０ 事務機器
（株）オフィスステーションカジワラ 福岡県筑紫野市紫２－２－１０ 電気・通信機器
（株）オフィスステーションカジワラ 福岡県筑紫野市紫２－２－１０ リース・レンタル
（株）オフィスライズ 福岡県宗像市平井２－６－２７ 情報処理
（株）オプティマ 東京都品川区大崎３－５－２ 事務機器
（株）オプティマ 東京都品川区大崎３－５－２ 情報処理
（株）オプティマ 東京都品川区大崎３－５－２ リース・レンタル
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
オリエントハウス（株） 福岡県福岡市南区弥永２－８－１０ その他の物品
オリエントハウス（株） 福岡県福岡市南区弥永２－８－１０ リース・レンタル
オリックス自動車（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５ リース・レンタル
オリックス自動車（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５ 車両整備
オルディ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１－１ 荒物雑貨
カーライフ辻野 福岡県宗像市田野２５０７－２ 車両類
（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６ 印刷
（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６ 情報処理
（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６ 事務処理
（株）カキウチ 福岡県福岡市博多区大字立花寺１ー２４ 運動用品
カギと錠の１１０番宗像 福岡県宗像市田熊１－３－３８ 事務機器
カギと錠の１１０番宗像 福岡県宗像市田熊１－３－３８ 写真
カギと錠の１１０番宗像 福岡県宗像市田熊１－３－３８ 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 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
（株）学映システム 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ 電気・通信機器
（株）学映システム 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ リース・レンタル
（株）学映システム 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ その他
隔測計装（株） 福岡県福岡市南区寺塚１－２８－５ 事務機器
隔測計装（株） 福岡県福岡市南区寺塚１－２８－５ 電気・通信機器
隔測計装（株） 福岡県福岡市南区寺塚１－２８－５ 保守管理
（有）カジクリ 福岡県鞍手郡鞍手町大字古門２１４１ 電気・通信機器
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
（社福）柏芳会記念福祉事業会 福岡県宗像市神湊字堀田１１８番地２ 医療福祉
（株）加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９－１ 検査・分析・調査
（株）加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９－１ その他
（有）勝栄堂巧芸社 福岡県宗像市三郎丸２－１－１８ 看板・展示品
学校法人中村学園 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－７ 医療福祉
金本建設（株） 福岡県宗像市東郷３－４－３ 清掃
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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
金子建設（株） 福岡県福岡市南区市崎１―１―５ 検査・分析・調査
（株）カノン 福岡県福岡市博多区春町２－６－１８　城戸ビル３０２ 薬品
（株）カノン 福岡県福岡市博多区春町２－６－１８　城戸ビル３０２ 繊維製品
（株）カノン 福岡県福岡市博多区春町２－６－１８　城戸ビル３０２ 警察・消防用品
（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
釜瀬企画 福岡県宗像市野坂２９３８ 印刷
（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
（合）カルナヘルスサポート 福岡県福岡市博多区綱場町１－１６ 医療福祉
（合）カルナヘルスサポート 福岡県福岡市博多区綱場町１－１６ その他
川口屋旅館 福岡県宗像市深田７９ 食料品
河野産業（株） 福岡県福岡市博多区対馬小路１２ー１０ 荒物雑貨
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４－８－１６ 保守管理
（株）環境衛生科学研究所 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
（株）環境開発 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６ 清掃
（株）環境開発 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６ 保守管理
（株）環境開発 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６ 廃棄物処理
（株）環境科学システム 福岡県大野城市乙金東３－１０－１２ 検査・分析・調査
環境計測（株） 福岡県福岡市東区青葉２－１０－７　ミレニアム青葉１０２号 理化学医薬・保健機器
環境計測（株） 福岡県福岡市東区青葉２－１０－７　ミレニアム青葉１０２号 情報処理
環境計測（株） 福岡県福岡市東区青葉２－１０－７　ミレニアム青葉１０２号 検査・分析・調査
（株）環境施設 福岡県北九州市若松区南二島４‐２‐１ 廃棄物処理
（株）環境施設 福岡県福岡市西区小戸３－５０－２０ 清掃
（株）環境施設 福岡県福岡市西区小戸３－５０－２０ 廃棄物処理
（株）環境セイビ 福岡県北九州市八幡西区大浦１‐１１‐２４ 清掃
（株）環境セイビ 福岡県北九州市八幡西区大浦１‐１１‐２４ 警備・受付・案内
（株）環境セイビ 福岡県北九州市八幡西区大浦１‐１１‐２４ 消毒・害虫駆除
（有）環境整備センター 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１４４８ 清掃
（有）環境整備センター 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１４４８ 検査・分析・調査
環境テクノス（株） 福岡県北九州市戸畑区中原新町２－４ 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）環境分析技術センター 福岡県筑紫野市上古賀３－２－１６ 検査・分析・調査
環境リサイクルエネルギー（株） 長崎県佐世保市干尽町３－４７ 廃棄物処理
（株）カンクウ 福岡県福津市西福間３ー３８－１０ 水道用品
（株）かんこう 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７　ト－カン第５キャステール 地図・航空写真
（株）かんこう 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７　ト－カン第５キャステール 情報処理
（株）かんこう 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７　ト－カン第５キャステール 検査・分析・調査
（公財）元興寺文化財研究所 奈良県奈良市中院町１１番地 検査・分析・調査
（公財）元興寺文化財研究所 奈良県奈良市中院町１１番地 イベント･企画
（公財）元興寺文化財研究所 奈良県奈良市中院町１１番地 その他
（株）カンサイ 福岡県福岡市博多区東比恵３－３２－１５ 電気・通信機器
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管清工業（株） 福岡県福岡市博多区東那珂２－１７－２８ 清掃
（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
企業組合　ワーカーズグループ二十一 福岡県宗像市日の里２－２０－９ 食料品
（株）キクテック 福岡県福岡市博多区東比恵４－１２－９ 道路標識
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）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０－１２ 電気・通信機器
（株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０－１２ 情報処理
（株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０－１２ 事務処理
（株）議事録発行センター 岡山県岡山市北区髙柳西町１ー２３ 情報処理
（株）議事録発行センター 岡山県岡山市北区髙柳西町１ー２３ 事務処理
（株）創電 福岡県福岡市中央区那の川２―７―７ 事務機器
（株）創電 福岡県福岡市中央区那の川２―７―７ 電気・通信機器
（株）創電 福岡県福岡市中央区那の川２―７―７ 保守管理
（有）北九州衛生検査研究所 福岡県北九州市小倉北区熊本２－７－３２ 検査・分析・調査
（有）北九州衛生検査研究所 福岡県北九州市小倉北区熊本２－７－３２ 医療福祉
北九州空調（株） 福岡県北九州市小倉北区白萩町２－６ 産業用機械
北九州空調（株） 福岡県北九州市小倉北区白萩町２－６ 清掃
北九州空調（株） 福岡県北九州市小倉北区白萩町２－６ 保守管理
（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
北沢産業（株） 福岡県北九州市小倉南区北方２－６－２ 厨房機器
北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地１５‐３２ 事務機器
北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地１５‐３２ 情報処理
北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地１５‐３２ リース・レンタル
（株）城野印刷所 熊本県熊本市中央区本山４－８－２５ 印刷
木下電気管理事務所 福岡県宗像市日の里６－２８－２２－Ｂ－３０１ 保守管理
（株）乙媛印刷社 愛媛県西予市宇和町卯之町２－５３７ 印刷
（株）乙媛印刷社 愛媛県西予市宇和町卯之町２－５３７ 地図・航空写真
キヤノンシステムアンドサポート（株） 福岡県福岡市博多区下川端町２－１ 事務機器
（株）キャンサースキャン 東京都品川区西五反田２－８－１ 検査・分析・調査
（株）キャンサースキャン 東京都品川区西五反田２－８－１ 研修・講習
（株）キャンサースキャン 東京都品川区西五反田２－８－１ その他
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）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
（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
（株）九酸 福岡県北九州市小倉北区東港２－３－１ 薬品
（株）九酸 福岡県北九州市小倉北区東港２－３－１ 産業用機械
（株）九酸 福岡県北九州市小倉北区東港２－３－１ 工事用材料
九州・山口油脂事業協同組合 福岡県北九州市若松区響町１－６２－１９ 燃料類
九州・山口油脂事業協同組合 福岡県北九州市若松区響町１－６２－１９ 資源回収
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九州オートドアー（株） 福岡県北九州市小倉南区志井５－９－５ 保守管理
九州大淀化工（株） 福岡県福岡市中央区薬院１－６－５ 消毒・害虫駆除
九州大淀化工（株） 福岡県福岡市中央区薬院１－６－５ 消毒・害虫駆除
九州大淀化工（株） 福岡県福岡市中央区薬院１－６－５ 消毒・害虫駆除
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
（一財）九州環境管理協会 福岡県福岡市東区松香台１－１０－１ 情報処理
（一財）九州環境管理協会 福岡県福岡市東区松香台１－１０－１ 検査・分析・調査
（有）九州機械工業 福岡県宗像市徳重２－２－５１ 産業用機械
（有）九州機械工業 福岡県宗像市徳重２－２－５１ 工事用材料
（有）九州機械工業 福岡県宗像市徳重２－２－５１ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（株）九州機械センタ― 福岡県糟屋郡須惠町大字植木字草切原７６５ 産業用機械
（株）九州機械センタ― 福岡県糟屋郡須惠町大字植木字草切原７６５ 車両類
（株）九州機械センタ― 福岡県糟屋郡須惠町大字植木字草切原７６５ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（株）九州機設 福岡県宗像市土穴１－３－２８ 警察・消防用品
（株）九州機設 福岡県宗像市土穴１－３－２８ 保守管理
（株）九州共同映画社 福岡県福岡市中央区天神４ー１－１８日進ビル５ リース・レンタル
（株）九州共同映画社 福岡県福岡市中央区天神４ー１－１８日進ビル５ その他
九州共和メンテナンス（株） 福岡県糸島市加布里７７－９ 保守管理
（株）九州空調 福岡県福岡市東区香住ケ丘４ー２５－６ 保守管理
九州クリーン（株） 福岡県福岡市中央区天神４－８－３ 清掃
（公財）九州経済調査協会 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 検査・分析・調査
九州航空（株） 福岡県福岡市南区鶴田２－１７－２２ 地図・航空写真
九州航空（株） 福岡県福岡市南区鶴田２－１７－２２ 検査・分析・調査
九州三建サービス（株） 福岡県福岡市中央区舞鶴２－４－５ 清掃
九州三建サービス（株） 福岡県福岡市中央区舞鶴２－４－５ 保守管理
（株）九州事業センター 福岡県福岡市南区平和１－３１－３５ 清掃
（株）九州事業センター 福岡県福岡市南区平和１－３１－３５ 廃棄物処理
九州自動車リース（株） 福岡県福岡市博多区東光寺町１－２－７ リース・レンタル
（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 保守管理
九州総合サービス（株） 福岡県福岡市博多区美野島３－１－２８ 情報処理
九州総合サービス（株） 福岡県福岡市博多区美野島３－１－２８ 検査・分析・調査
九州総合サービス（株） 福岡県福岡市博多区美野島３－１－２８ その他
（株）九州体育施設 福岡県福岡市博多区対馬小路１－１－３Ｆ 教育機器
（株）九州体育施設 福岡県福岡市博多区対馬小路１－１－３Ｆ 運動用品
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
九州テクニカルメンテナンス（株） 熊本県熊本市中央区水前寺公園２８－４３ 保守管理
（株）九州テン 福岡県北九州市小倉北区浅野２－８－４　小倉興産２０号館（ＫＭＭ西館）７０３－２号室 事務機器
（株）九州テン 福岡県北九州市小倉北区浅野２－８－４　小倉興産２０号館（ＫＭＭ西館）７０３－２号室 電気・通信機器
（株）九州テン 福岡県北九州市小倉北区浅野２－８－４　小倉興産２０号館（ＫＭＭ西館）７０３－２号室 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
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（一財）九州電気保安協会 福岡県糟屋郡新宮町三代９８３番地 保守管理
九州電力（株） 福岡県福津市中央６－１４－１ その他の物品
（株）九州ひかりのくに 福岡県福岡市博多区山王２－５－６ 教育機器
（株）九州日立システムズ 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１２－２２ 事務機器
（株）九州日立システムズ 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１２－２２ 電気・通信機器
（株）九州日立システムズ 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１２－２２ 情報処理
九州日野自動車（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２－２－２６ 車両類
（株）九州標識 福岡県飯塚市伊川２９４ 道路標識
（株）九州標識 福岡県飯塚市伊川２９４ 工事用材料
（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）九州文化財研究所 熊本県熊本市中央区神水１丁目３２－１９ 検査・分析・調査
（株）九州文化財研究所 熊本県熊本市中央区神水１丁目３２－１９ イベント･企画
九州防災工業（株） 福岡県福岡市中央区笹丘２－２４－１４ 電気・通信機器
九州防災工業（株） 福岡県福岡市中央区笹丘２－２４－１４ 警察・消防用品
九州防災工業（株） 福岡県福岡市中央区笹丘２－２４－１４ 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
九州包装機材工業（株） 福岡県大野城市白木原４‐１３‐４３ 理化学医薬・保健機器
九州包装機材工業（株） 福岡県大野城市白木原４‐１３‐４３ 産業用機械
九州包装機材工業（株） 福岡県大野城市白木原４‐１３‐４３ 荒物雑貨
九州三菱自動車販売（株） 福岡県福津市中央１－２０－１２ 車両類
（株）九州みらい研究所 熊本県熊本市東区健軍４－１３－２ 情報処理
（株）九州みらい研究所 熊本県熊本市東区健軍４－１３－２ 検査・分析・調査
（株）九州みらい研究所 熊本県熊本市東区健軍４－１３－２ その他
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
九州メンテナンス（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 清掃
九州メンテナンス（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 警備・受付・案内
九州メンテナンス（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 保守管理
（株）九州リースサービス 福岡県福岡市博多区博多駅前４－３－１８ リース・レンタル
九セラ（株） 福岡県大牟田市手鎌３１８‐２ 荒物雑貨
（有）九総開発 福岡県宗像市曲１５９５－２ 廃棄物処理
（株）ＱＴｎｅｔ 福岡県福岡市中央区天神１－１２－２０ 電気・通信機器
（株）ＱＴｎｅｔ 福岡県福岡市中央区天神１－１２－２０ 保守管理
（株）ＱＴｎｅｔ 福岡県福岡市中央区天神１－１２－２０ リース・レンタル
（株）キューデンインフォコム 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 情報処理
（株）九電工 福岡県福津市西福間２－１７－１７ 保守管理
九電産業（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 検査・分析・調査
キューヘングリーンサービス（株） 福岡県福津市花見が浜２－１－１ 清掃
共栄火災海上保険（株） 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２ その他
共栄環境開発（株） 福岡県大牟田市汐屋町５－１５ 清掃
共栄環境開発（株） 福岡県大牟田市汐屋町５－１５ 廃棄物処理
（株）協栄建設 福岡県福岡市東区大字香椎早田４８３－５３ その他の物品
（株）協栄建設 福岡県福岡市東区大字香椎早田４８３－５３ リース・レンタル
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（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）共栄ビル・パートナーズ 福岡県福岡市南区向野２‐１１‐１０ 清掃
（株）共栄ビル・パートナーズ 福岡県福岡市南区向野２‐１１‐１０ 警備・受付・案内
（株）共栄ビル・パートナーズ 福岡県福岡市南区向野２‐１１‐１０ 保守管理
（株）ぎょうせい 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 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 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
（株）協働管財 愛知県名古屋市港区惟信町６－６－３ 保守管理
（株）協働管財 愛知県名古屋市港区惟信町６－６－３ その他
（株）協働管財 愛知県名古屋市港区惟信町６－６－３ 資源回収
協和管工（株） 福岡県宗像市宮田１ー８－８ 清掃
（株）共和電業 福岡県福岡市博多区那珂１－３－８ 理化学医薬・保健機器
（株）共和電業 福岡県福岡市博多区那珂１－３－８ 保守管理
（有）清川テント工業 福岡県田川市糒１８３６－８ 運動用品
（有）清川テント工業 福岡県田川市糒１８３６－８ イベント･企画
（有）清川テント工業 福岡県田川市糒１８３６－８ リース・レンタル
極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 車両類
極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 特殊物品
極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 保守管理
（有）極東航空交通観光 福岡県福岡市東区香椎４－１９－５ 運搬業務
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
喜楽鉱業（株） 滋賀県湖南市石部口２－７－３３ 清掃
喜楽鉱業（株） 滋賀県湖南市石部口２－７－３３ 廃棄物処理
喜楽鉱業（株） 滋賀県湖南市石部口２－７－３３ 検査・分析・調査
キングテック（株） 福岡県北九州市小倉北区東港２丁目５－１ 事務機器
キングテック（株） 福岡県北九州市小倉北区東港２丁目５－１ 電気・通信機器
（株）近代プラント 福岡県福岡市東区松島４－１３－１５ 清掃
（株）近代プラント 福岡県福岡市東区松島４－１３－１５ 保守管理
（株）近代プラント 福岡県福岡市東区松島４－１３－１５ 廃棄物処理
キンパイ商事（株） 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） 福岡県福岡市博多区東比恵２－２－２６ 警察・消防用品
空研工業（株） 福岡県福岡市中央区大濠公園２－３９ 保守管理
（有）空中写真企画 福岡県太宰府市大佐野４－１５－１ 地図・航空写真
（有）空中写真企画 福岡県太宰府市大佐野４－１５－１ イベント･企画
（有）空中写真企画 福岡県太宰府市大佐野４－１５－１ その他
草野産業（株） 福岡県北九州市戸畑区飛幡町２－２ 燃料類
國富（株） 福岡県福岡市東区松島６－１３－２８ 警察・消防用品
國富（株） 福岡県福岡市東区松島６－１３－２８ 保守管理
（有）久保組 福岡県北九州市若松区大谷町　１－４ 清掃
クボタ環境サービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８ 産業用機械
クボタ環境サービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８ 保守管理
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（株）クボタ計装 福岡県福岡市博多区博多駅南６丁目９－１ その他の物品
（株）クボタ計装 福岡県福岡市博多区博多駅南６丁目９－１ 保守管理
（株）クマヒラ 福岡県福岡市博多区中呉服町１―３ 事務機器
（株）クマヒラ 福岡県福岡市博多区中呉服町１―３ 事務機器
（株）クマヒラ 福岡県福岡市博多区中呉服町１―３ その他の物品
（株）くまもと健康支援研究所 熊本県熊本市東区神園２－１－１ 検査・分析・調査
（株）くまもと健康支援研究所 熊本県熊本市東区神園２－１－１ その他
（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
久山植木（株） 福岡県糟屋郡久山町大字久原８８２ 農林業用用品
倉成電器商会 福岡県宗像市日の里６－７－１５ 電気・通信機器
（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１上野ＢＲビル 情報処理
（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１上野ＢＲビル 検査・分析・調査
（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１上野ＢＲビル その他
グリーンコープ生活協同組合ふくおか 福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１ その他
（株）グリーンハウス 東京都新宿区西新宿３－２０－２ 医療福祉
グリーンブルー（株） 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１‐１４‐１２ 事務機器
グリーンブルー（株） 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１‐１４‐１２ 理化学医薬・保健機器
グリーンブルー（株） 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１‐１４‐１２ リース・レンタル
グリーンブルー（株） 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１‐１４‐１２ リース・レンタル
（株）グリーン防災設備 福岡県福岡市博多区相生町３－５－８ 警察・消防用品
（株）グリーン防災設備 福岡県福岡市博多区相生町３－５－８ 保守管理
グリーンリヴ福岡 福岡県宗像市上八６７７－１ リース・レンタル
（株）クリスタル旅行 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３４　ＫＢＣ会館２階 運搬業務
（株）クリタス 東京都豊島区南池袋１－１１－２２ 理化学医薬・保健機器
（株）クリタス 東京都豊島区南池袋１－１１－２２ 水道用品
（株）クリタス 東京都豊島区南池袋１－１１－２２ 保守管理
クリンテック（株） 福岡県福岡市南区野間２－１１－１－３０１ 特殊物品
クリンテック（株） 福岡県福岡市南区野間２－１１－１－３０１ イベント･企画
クリンテック（株） 福岡県福岡市南区野間２－１１－１－３０１ リース・レンタル
（有）くるまや 福岡県福津市津屋崎８ー１－１ 車両整備
久留米運送（株） 福岡県久留米市東櫛原町３５３ 運搬業務
（株）暮人 大阪府高槻市芥川町２－１２－４ 検査・分析・調査
（株）暮人 大阪府高槻市芥川町２－１２－４ イベント･企画
（株）暮人 大阪府高槻市芥川町２－１２－４ その他
グローバル・ライフ・サポート（株） 福岡県福岡市博多区綱場町５－１ 情報処理
グローバル・ライフ・サポート（株） 福岡県福岡市博多区綱場町５－１ 検査・分析・調査
グローバル・ライフ・サポート（株） 福岡県福岡市博多区綱場町５－１ その他
（株）グローバルエンジニアリング 福岡県福岡市東区香椎１－１－１ニシコーリビング香椎２Ｆ 燃料類
（株）グローバルエンジニアリング 福岡県福岡市東区香椎１－１－１ニシコーリビング香椎２Ｆ 保守管理
グローリー（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－２３－１３ 事務機器
グローリー（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－２３－１３ 特殊物品
グローリー（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－２３－１３ 保守管理
（株）クロサキ 福岡県北九州市八幡西区築地町２２－１ 薬品
クワノフォーム印刷（株） 福岡県宗像市田島７５３ 印刷
クワノフォーム印刷（株） 福岡県宗像市田島７５３ 事務処理
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桑原整形外科医院リハビリサポートセンター 福岡県福津市中央６‐１０‐５ 医療福祉
（株）ケイ・イー・エス 福岡県直方市大字中泉８８５－１４ 産業用機械
（株）ケイ・イー・エス 福岡県直方市大字中泉８８５－１４ 清掃
（株）ケイ・イー・エス 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）ケィ・ビー・エス 福岡県北九州市小倉北区砂津１－２－１３ 人材派遣
（株）ＫＲＣ 福岡県福岡市博多区東比恵２‐７‐１８ その他
（株）ケイエス 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸９－８ 工事用材料
（株）ケイエス 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸９－８ その他の物品
（株）ＫＳＫ 福岡県宮若市宮田２７６－１４６ 保守管理
（株）ケイシン 福岡県福岡市博多区千代２－２－４３ その他の物品
（株）ケイシン 福岡県福岡市博多区千代２－２－４３ 保守管理
ＫＤＤＩ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－５　紙与博多ビル 電気・通信機器
（株）ケー・デー・シー 福岡県福岡市中央区天神３‐１１‐２０天神エフビル 警備・受付・案内
（株）ケー・デー・シー 福岡県福岡市中央区天神３‐１１‐２０天神エフビル 情報処理
（株）ケー・デー・シー 福岡県福岡市中央区天神３‐１１‐２０天神エフビル 人材派遣
（株）ＫＤＫ 福岡県宗像市光岡５３４－１ 電気・通信機器
（株）ＫＤＫ 福岡県宗像市光岡５３４－１ 工事用材料
（株）ケーピーエス 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） 福岡県宗像市鐘崎２３０－５ 車両類
玄海ヤンマー（株） 福岡県宗像市鐘崎２３０－５ その他の物品
玄海ヤンマー（株） 福岡県宗像市鐘崎２３０－５ その他
（有）元気 福岡県宗像市広陵台２－６－１９ 医療福祉
（株）研進産業 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－５９ 清掃
（株）建設環境研究所 福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１ 検査・分析・調査
（株）建設環境コンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅前１‐２１‐２８ 検査・分析・調査
（株）建設技術研究所 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 福岡県福岡市中央区大名２－４－１２ 検査・分析・調査
（株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国１－１２－８ 印刷
（株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国１－１２－８ 書籍
（株）コアズ 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－７ 警備・受付・案内
（株）コアズ 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－７ その他
（株）コアラ 福岡県福岡市中央区天神１－４－１西日本新聞会館１５Ｆ 情報処理
（株）コアラ 福岡県福岡市中央区天神１－４－１西日本新聞会館１５Ｆ イベント･企画
（株）小出速記事務所 佐賀県佐賀市鍋島４‐５‐２ 事務処理
公益財団法人　福岡労働衛生研究所 福岡県福岡市南区那の川１－１１－２７ 医療福祉
（株）広研 福岡県福岡市中央区天神４－６－２８ 印刷
（株）広研 福岡県福岡市中央区天神４－６－２８ 看板・展示品
（株）広研 福岡県福岡市中央区天神４－６－２８ イベント･企画
（株）光進ガードシステム 福岡県宗像市日の里８－１－３ 清掃
（株）光進ガードシステム 福岡県宗像市日の里８－１－３ 警備・受付・案内
神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－３－８ 電気・通信機器
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神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－３－８ 情報処理
神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－３－８ 事務処理
高奉産業（株） 福岡県福岡市東区土井２－２－２８ 工事用材料
神山写真館 福岡県宗像市赤間５ー１－２２ 写真
広友レンティア（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南１－６－２２－６Ｆ イベント･企画
広友レンティア（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南１－６－２２－６Ｆ リース・レンタル
（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
（株）コーユービジネス 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１３－１　林英ビル６階 印刷
（株）コーユービジネス 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１３－１　林英ビル６階 情報処理
（株）コーユービジネス 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１３－１　林英ビル６階 事務処理
郡リース（株） 福岡県福岡市博多区住吉３－１－１ リース・レンタル
国際航業（株） 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） 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－３ 検査・分析・調査
国際地図（株） 福岡県福岡市城南区長尾１－９－５ 印刷
国際地図（株） 福岡県福岡市城南区長尾１－９－５ 地図・航空写真
国際地図（株） 福岡県福岡市城南区長尾１－９－５ 情報処理
国際チャート（株） 埼玉県桶川市赤堀１－３０ 印刷
（有）小倉商會 福岡県北九州市若松区西天神町８－６ 理化学医薬・保健機器
（有）小倉商會 福岡県北九州市若松区西天神町８－６ 警察・消防用品
（有）小倉商會 福岡県北九州市若松区西天神町８－６ その他の物品
コスモ工機（株） 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－２７ 水道用品
（株）コスモホームセキュリティ 福岡県北九州市八幡西区則松３－１４‐１０ 警備・受付・案内
（株）コタベ 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 福岡県糟屋郡粕屋町内橋７２８－１ 薬品
（株）コタベ 福岡県糟屋郡粕屋町内橋７２８－１ 水道用品
（株）五藤光学研究所 東京都府中市矢崎町４－１６ 理化学医薬・保健機器
（株）五藤光学研究所 東京都府中市矢崎町４－１６ 保守管理
（株）五藤光学研究所 東京都府中市矢崎町４－１６ イベント･企画
（株）コトブキ 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６ 看板・展示品
（株）コトブキ 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６ 保守管理
コトブキシーティング（株） 福岡県福岡市博多区下川端町１－１ 室内装飾品
コトブキシーティング（株） 福岡県福岡市博多区下川端町１－１ 保守管理
寿防災工業（株） 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１ 警察・消防用品
寿防災工業（株） 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１ 保守管理
（株）寿陽建設 福岡県北九州市小倉南区下貫１－１３－１３ 道路標識
（株）寿陽建設 福岡県北九州市小倉南区下貫１－１３－１３ 工事用材料
（株）寿陽建設 福岡県北九州市小倉南区下貫１－１３－１３ 鉄鋼・非鉄鋼製品
コニカミノルタジャパン（株） 福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２ 事務機器
コニカミノルタジャパン（株） 福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２ 情報処理
コニカミノルタジャパン（株） 福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２ リース・レンタル
コニカミノルタプラネタリウム（株） 東京都豊島区東池袋３－１－３ その他の物品
コニカミノルタプラネタリウム（株） 東京都豊島区東池袋３－１－３ 保守管理
コニカミノルタプラネタリウム（株） 東京都豊島区東池袋３－１－３ イベント･企画
小林クリエイト（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－３１ 印刷
（株）コミクリ 東京都三鷹市下連雀３－３８－１６スマート・パーク三鷹 事務機器
（株）コミクリ 東京都三鷹市下連雀３－３８－１６スマート・パーク三鷹 情報処理
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（株）コミクリ 東京都三鷹市下連雀３－３８－１６スマート・パーク三鷹 検査・分析・調査
（株）コミヤ 福岡県福岡市中央区大手門３－７－５大手門コミヤビル２階 繊維製品
（株）コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 農林業用用品
（株）コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 荒物雑貨
（株）コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 工事用材料
（株）小山商会 福岡県福岡市博多区半道橋２－６－１２ リース・レンタル
（株）コロがらん本舗 福岡県福岡市中央区小笹１ー１０ー４５－６０１ 情報処理
（株）コロがらん本舗 福岡県福岡市中央区小笹１ー１０ー４５－６０１ 研修・講習
（株）コロがらん本舗 福岡県福岡市中央区小笹１ー１０ー４５－６０１ 人材派遣
金剛（株） 福岡県福岡市東区名島３－２－１０ 事務機器
金剛（株） 福岡県福岡市東区名島３－２－１０ 室内装飾品
金剛（株） 福岡県福岡市東区名島３－２－１０ その他の物品
（株）サーベイリサーチセンター 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２６ 検査・分析・調査
サイクルショップ片山 福岡県宗像市自由ケ丘西町２－２ 教育機器
サイクルショップ片山 福岡県宗像市自由ケ丘西町２－２ 車両類
（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
（社福）埼玉福祉会 埼玉県新座市堀ノ内３－７－３１ 事務機器
（社福）埼玉福祉会 埼玉県新座市堀ノ内３－７－３１ 書籍
（社福）埼玉福祉会 埼玉県新座市堀ノ内３－７－３１ その他
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
（株）サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町３－６－１３ 印刷
（株）サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町３－６－１３ 情報処理
（株）サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町３－６－１３ イベント･企画
西部ガスエネルギー（株） 福岡県福津市本木１１００－１ 燃料類
西部ガスエネルギー（株） 福岡県福津市本木１１００－１ 厨房機器
（株）サインテック 福岡県福岡市早良区次郎丸５－５－７ その他の物品
（有）栄野商店 福岡県宗像市池田字中畑１９４５ 廃棄物処理
（有）栄野商店 福岡県宗像市池田字中畑１９４５ 資源回収
（有）坂田技建 福岡県筑紫野市大字吉木１６０５－５ 検査・分析・調査
（株）サカヒラ 福岡県飯塚市潤野１１３３－６ 工事用材料
（株）サカヒラ 福岡県飯塚市潤野１１３３－６ 廃棄物処理
佐川急便（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１２－５ 運搬業務
（株）旺計社 福岡県北九州市小倉北区西港町９０－７ 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 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
（株）サニクリーン九州 福岡県宗像市石丸３－８－１３ 消毒・害虫駆除
（株）サニクリーン九州 福岡県宗像市石丸３－８－１３ リース・レンタル
（株）サニックス 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１－２３ その他の物品
（株）サニックス 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１－２３ 清掃
（株）サニックス 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１－２３ 消毒・害虫駆除
佐野教文堂 福岡県福岡市東区名島４‐４６‐２０ 事務機器
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佐野教文堂 福岡県福岡市東区名島４‐４６‐２０ 教育機器
佐野教文堂 福岡県福岡市東区名島４‐４６‐２０ 書籍
佐和屋産業（株） 福岡県筑紫野市大字山家４０５５－１ 清掃
佐和屋産業（株） 福岡県筑紫野市大字山家４０５５－１ 保守管理
佐和屋産業（株） 福岡県筑紫野市大字山家４０５５－１ 廃棄物処理
（株）サン・ライティング 兵庫県神戸市中央区多聞通３－３－１６ 事務処理
（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
三栄ビルサービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南２‐９‐１１ 清掃
三栄ビルサービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南２‐９‐１１ 警備・受付・案内
三栄ビルサービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南２‐９‐１１ 保守管理
（株）三輝 大阪府大阪市北区同心１－１０－１２ その他
サンキュウ（株） 福岡県福岡市博多区諸岡３－３５－１３ 理化学医薬・保健機器
サンキュウ（株） 福岡県福岡市博多区諸岡３－３５－１３ 厨房機器
山九（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－５－９ 運搬業務
山九（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－５－９ イベント･企画
三共アメニテクス（株） 福岡県福岡市南区的場１‐１３‐６ 消毒・害虫駆除
（株）サンクス 福岡県宗像市東郷３－６－８ 事務機器
（株）サンクス 福岡県宗像市東郷３－６－８ 記念品・時計
（株）サンクス 福岡県宗像市東郷３－６－８ リース・レンタル
サンケイ化学（株） 鹿児島県鹿児島市南栄２－９ 薬品
サンケイ化学（株） 鹿児島県鹿児島市南栄２－９ 消毒・害虫駆除
（株）三計テクノス 熊本県熊本市東区御領５－１０－２０ 検査・分析・調査
（株）サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７ 電気・通信機器
（株）サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７ 室内装飾品
（株）サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７ 保守管理
（株）三光 福岡県福岡市博多区山王１－１４－４ 印刷
三光ハウス（株） 福岡県北九州市八幡西区大字浅川９４２－２３ リース・レンタル
三伸機設（株） 福岡県福岡市南区大楠１－７－１５ 水道用品
（有）サンスイ薬局 福岡県宗像市田熊２－５－１９ 薬品
サンセイ（株） 山口県下関市彦島本村町３－５－１ 車両類
（株）三誠商会 福岡県北九州市八幡東区西本町１－１０－８ 燃料類
サンテクノサービス（株） 大阪府大阪市北区南森町２－４－３２ 保守管理
（有）サンテック 兵庫県赤穂郡上郡町高山１３０２ 資源回収
サンテック福岡 福岡県福津市花見が丘３－２６－３ 事務機器
山王（株） 福岡県福岡市南区長住１－２－３５ 工事用材料
三葉化工（株） 福岡県福岡市中央区白金２‐１１‐９ 薬品
三葉化工（株） 福岡県福岡市中央区白金２‐１１‐９ 産業用機械
（株）サンヨウ 福岡県小郡市古飯７６４－１ 電気・通信機器
（株）サンヨウ 福岡県小郡市古飯７６４－１ 保守管理
三洋ビル管理（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２７ 清掃
三洋ビル管理（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２７ 保守管理
三洋ビル管理（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２７ クリーニング
山陽マーク（株） 福岡県福岡市東区和白２ー５‐３０ 印刷
山陽マーク（株） 福岡県福岡市東区和白２ー５‐３０ 看板・展示品
山陽マーク（株） 福岡県福岡市東区和白２ー５‐３０ その他の物品
三洋メンテナンス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１８‐７ 清掃
（株）サンワード 福岡県宗像市田熊３‐１‐１ 運動用品
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三和化学（株） 福岡県福岡市博多区東那珂３－５－３８ 印刷
三和産業（株） 福岡県北九州市八幡西区力丸町２２－１４ 電気・通信機器
三和産業（株） 福岡県北九州市八幡西区力丸町２２－１４ 清掃
三和産業（株） 福岡県北九州市八幡西区力丸町２２－１４ 保守管理
三和防災工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１０－１３ 電気・通信機器
三和防災工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１０－１３ 警察・消防用品
三和防災工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１０－１３ 保守管理
（株）シー・アール・シー 福岡県福岡市東区松島３－２９－１８ 医療福祉
（株）ＣＲＣ食品環境衛生研究所 福岡県福岡市東区松島５－７－６ 検査・分析・調査
（株）シーイーシー 福岡県福岡市博多区店屋町８‐３０ 事務機器
（株）シーイーシー 福岡県福岡市博多区店屋町８‐３０ 情報処理
ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 福岡県福岡市中央区赤坂１-１５-３３　ダイアビル福岡赤坂２階 理化学医薬・保健機器
ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 福岡県福岡市中央区赤坂１-１５-３３　ダイアビル福岡赤坂２階 保守管理
（株）ジーエスエフ 東京都新宿区西新宿３－２０－２ 医療福祉
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
ＧＭセンスラボ（同） 福岡県宗像市日の里９－２７－１ 事務機器
ＧＭセンスラボ（同） 福岡県宗像市日の里９－２７－１ 教育機器
ＧＭセンスラボ（同） 福岡県宗像市日の里９－２７－１ 音楽用品
（株）シーズ総合政策研究所 島根県松江市菅田町１８０ 検査・分析・調査
（株）シーズ総合政策研究所 島根県松江市菅田町１８０ イベント･企画
（株）シーズ総合政策研究所 島根県松江市菅田町１８０ 研修・講習
（株）ジェイ　エスキューブ 福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５ 事務機器
（株）ジェイ　エスキューブ 福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５ 保守管理
（株）ジェイ　エスキューブ 福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５ 情報処理
（株）ジェイ・フィット 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 事務機器
（株）ジェイ・フィット 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 電気・通信機器
（株）ジェイ・フィット 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 情報処理
ＪＲ九州エージェンシー（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１日本生命博多駅前ビル３Ｆ イベント･企画
ＪＲ九州サービスサポート（株） 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－２１ 清掃
（株）ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 情報処理
（株）ＪＥＣＣ 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 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） 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） 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） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－７－２７ 保守管理
ＪＦＥ条鋼（株） 岡山県倉敷市水島川崎通１－５－２ 廃棄物処理
（株）ジェイコム九州 福岡県北九州市八幡東区東田 イベント･企画
（株）ＪＴＢプランニングネットワーク 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５ 情報処理
（株）ＪＴＢプランニングネットワーク 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５ 検査・分析・調査
（株）ＪＴＢプランニングネットワーク 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５ イベント･企画
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 福岡県福岡市中央区長浜１－１－１　ＫＢＣビル９階 電気・通信機器
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 福岡県福岡市中央区長浜１－１－１　ＫＢＣビル９階 その他の物品
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 福岡県福岡市中央区長浜１－１－１　ＫＢＣビル９階 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）ジェーシービー 東京都港区南青山５―１―２２ その他
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（株）ジオクラフト 福岡県北九州市小倉北区大手町３－１ 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３－１ 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３－１ 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
シズカ産業（有） 福岡県北九州市小倉南区徳力２―５―７ 産業用機械
シズカ産業（有） 福岡県北九州市小倉南区徳力２―５―７ 警察・消防用品
シズカ産業（有） 福岡県北九州市小倉南区徳力２―５―７ 保守管理
（株）静環検査センター 福岡県福岡市博多区博多駅南６－４－２５ 検査・分析・調査
（有）システム・レコ 福岡県福岡市東区多の津１－１４－１ＦＲＣビル 印刷
（有）システム・レコ 福岡県福岡市東区多の津１－１４－１ＦＲＣビル 情報処理
（有）システム・レコ 福岡県福岡市東区多の津１－１４－１ＦＲＣビル イベント･企画
（有）システムＹＭＯ 福岡県福岡市南区花畑２ー２０－１６－１０１ 情報処理
（株）システムディ 京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町６０３ 事務機器
（株）システムディ 京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町６０３ 情報処理
（株）システムディ 京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町６０３ 検査・分析・調査
（株）システムハウスアールアンドシー 福岡県福岡市博多区下呉服町１－1－４Ｆ リース・レンタル
自然環境保全事業協同組合 長崎県佐世保市白岳町９５４－２ 清掃
仕出し　ふか田 福岡県宗像市田熊１－２－１４ 食料品
シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ケ丘３－６－３ 医療福祉
（有）室内装飾福屋 福岡県宗像市田熊２－１－１３ 室内装飾品
シップス（株） 福岡県福岡市中央区天神４－７－６　グレース天神２Ｆ 印刷
シップス（株） 福岡県福岡市中央区天神４－７－６　グレース天神２Ｆ イベント･企画
（有）実用技術研究所 長崎県長崎市平間町７４６－２ 車両類
（株）シティアスコム 福岡県福岡市早良区百道浜２－２－２２ 事務機器
（株）シティアスコム 福岡県福岡市早良区百道浜２－２－２２ 情報処理
（株）自動サービス 福岡県糟屋郡新宮町新宮東２－１５－６ 事務機器
（株）自動サービス 福岡県糟屋郡新宮町新宮東２－１５－６ 保守管理
（有）柴田黒板製作所 福岡県福岡市東区馬出５－３４－１２ 事務機器
（有）柴田黒板製作所 福岡県福岡市東区馬出５－３４－１２ 教育機器
柴田産業（株） 福岡県久留米市梅満町１２４６－１ 資源回収
島津システムソリューションズ（株） 福岡県福岡市博多区冷泉町４－２０　島津博多ビル２階 理化学医薬・保健機器
（株）清水合金製作所 福岡県福岡市博多区東光２－２０－１６ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（株）清水合金製作所 福岡県福岡市博多区東光２－２０－１６ 水道用品
（株）清水合金製作所 福岡県福岡市博多区東光２－２０－１６ 保守管理
（株）シモセン 福岡県福岡市中央区港３－１－５４ 産業用機械
（株）シモセン 福岡県福岡市中央区港３－１－５４ 車両類
（株）シモセン 福岡県福岡市中央区港３－１－５４ 繊維製品
（株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１－５－１８ 書籍
（株）社会保険出版社 東京都千代田区神田猿楽町１－５－１８ その他の物品
（株）ジヤストタイム二十四 福岡県福岡市東区松田１－１０－１６ 薬品
（株）ジヤストタイム二十四 福岡県福岡市東区松田１－１０－１６ 警察・消防用品
（株）ジヤストタイム二十四 福岡県福岡市東区松田１－１０－１６ その他の物品
写測エンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区上呉服町１１ー１６ 地図・航空写真
写測エンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区上呉服町１１ー１６ 検査・分析・調査
蛇の目ミシン工業（株） 福岡県福岡市早良区荒江３－１５－１２ 事務機器



平成30・31年度登録業者名簿【物品・役務】（宗像市登録） 23/51

商号又は名称 所在地 業種
蛇の目ミシン工業（株） 福岡県福岡市早良区荒江３－１５－１２ 電気・通信機器
（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４－３ー７ その他
（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５　西京極駅前ビル６階 印刷
（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５　西京極駅前ビル６階 検査・分析・調査
（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５　西京極駅前ビル６階 イベント･企画
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
（株）ジャム 福岡県北九州市小倉北区神岳１ー４ー１９ イベント･企画
（株）ジャリア 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３ イベント･企画
（株）ジャリア 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３ 研修・講習
（有）車輌サービス宗像 福岡県宗像市徳重２－６－１４ 車両類
（有）車輌サービス宗像 福岡県宗像市徳重２－６－１４ 車両整備
（株）秀建 福岡県福岡市東区箱崎３－１３－１５ 清掃
（株）修復技術システム 福岡県福岡市博多区奈良屋町５－１０ 検査・分析・調査
周南マリコム（株） 山口県周南市入船町２－３ 電気・通信機器
周南マリコム（株） 山口県周南市入船町２－３ 医療福祉
瞬報社写真印刷（株） 福岡県福岡市中央区那の津２－１０－７ 印刷
（株）ジョイたまおき 福岡県宗像市くりえいと１－４－５ 事務機器
（株）ジョイたまおき 福岡県宗像市くりえいと１－４－５ 教育機器
（株）ジョイたまおき 福岡県宗像市くりえいと１－４－５ 室内装飾品
（株）正助ふるさと村 福岡県宗像市武丸１９９ 農林業用用品
（株）正助ふるさと村 福岡県宗像市武丸１９９ 食料品
情報機器エンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区中呉服町５－１４ 事務機器
情報機器エンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区中呉服町５－１４ 電気・通信機器
情報機器エンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区中呉服町５－１４ 検査・分析・調査
消防設備保守管理（株） 福岡県北九州市門司区中町２－４ 保守管理
（株）消防防災 福岡県福岡市博多区浦田２－１－８ 車両類
（株）消防防災 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 薬品
昭和（株） 福岡県福岡市中央区大手門３－４－２２ 地図・航空写真
昭和（株） 福岡県福岡市中央区大手門３－４－２２ 情報処理
昭和（株） 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
昭和日本化成（株） 福岡県福岡市西区野方３－１－８ 事務機器
昭和日本化成（株） 福岡県福岡市西区野方３－１－８ 教育機器
昭和日本化成（株） 福岡県福岡市西区野方３－１－８ 電気・通信機器
昭和メンテナンス工業（株） 福岡県福岡市南区大楠１－７－１５ 産業用機械
（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
白木内装 福岡県宗像市冨地原１５９３ 室内装飾品
白木メディア（株） 福岡県福岡市博多区吉塚４－３－１８ 印刷
（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）新海商店 福岡県宗像市神湊８８１－５ 燃料類
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（有）新海商店 福岡県宗像市神湊８８１－５ 厨房機器
（有）新海商店 福岡県宗像市神湊８８１－５ その他の物品
新川電機（株） 福岡県福岡市博多区千代４－１－３３　西鉄千代県庁口ビル４Ｆ 理化学医薬・保健機器
新川電機（株） 福岡県福岡市博多区千代４－１－３３　西鉄千代県庁口ビル４Ｆ 産業用機械
新川電機（株） 福岡県福岡市博多区千代４－１－３３　西鉄千代県庁口ビル４Ｆ 保守管理
（株）新協社 福岡県福岡市東区筥松新町１－１１ 書籍
（株）新協社 福岡県福岡市東区筥松新町１－１１ 理化学医薬・保健機器
（株）新協社 福岡県福岡市東区筥松新町１－１１ 電気・通信機器
（株）シンク 福岡県田川市大字伊加利字狐取１８２４－２２ 事務機器
（株）シンク 福岡県田川市大字伊加利字狐取１８２４－２２ 情報処理
（株）シンク 福岡県田川市大字伊加利字狐取１８２４－２２ リース・レンタル
（株）神鋼環境ソリューション 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１新幹線博多ビル 薬品
（株）神鋼環境ソリューション 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１新幹線博多ビル 産業用機械
（株）神鋼環境ソリューション 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１新幹線博多ビル 保守管理
（株）シンコー 福岡県福岡市中央区天神４‐７‐１７ 清掃
（株）シンコー 福岡県福岡市中央区天神４‐７‐１７ 警備・受付・案内
（株）シンコー 福岡県福岡市中央区天神４‐７‐１７ 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
（株）シンテン 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７　トーカン博多第五キャステール３０５号 保守管理
新日警システム（株） 福岡県糟屋郡志免町志免中央３－１－３ 警備・受付・案内
新日本開発工業（株） 福岡県福岡市博多区祇園町８－１２ 検査・分析・調査
シンフォニアエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４ー１３－６ 電気・通信機器
シンフォニアエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４ー１３－６ 情報処理
シンフォニアエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４ー１３－６ リース・レンタル
新美和石油（株） 福岡県福岡市中央区港３－７－１０ 燃料類
（株）シンメイ 福岡県福岡市博多区博多駅南１－７－１６ 警備・受付・案内
新明和アクアテクサービス（株） 福岡県福岡市博多区東比恵２－１１－１５ その他の物品
新明和アクアテクサービス（株） 福岡県福岡市博多区東比恵２－１１－１５ 保守管理
進和テック（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３ー２５－２１ 産業用機械
（株）水機テクノス 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 理化学医薬・保健機器
（株）水機テクノス 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７ その他の物品
（株）水機テクノス 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 保守管理
水研化学工業（株） 福岡県福岡市東区松田１丁目４－２３ 薬品
（医）水光会 福岡県福津市日蒔野５－７－１ 医療福祉
（株）周防灘ビルサービス 福岡県行橋市南大橋２－３－８ 清掃
（株）周防灘ビルサービス 福岡県行橋市南大橋２－３－８ 消毒・害虫駆除
（株）周防灘ビルサービス 福岡県行橋市南大橋２－３－８ 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３－２－５ 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３－２－５ 産業用機械
（株）菅原 福岡県北九州市八幡東区西本町３－２－５ 保守管理
（株）杉園道路建設 福岡県宮若市金丸８２０－１ 清掃
（株）スズキ自販福岡 福岡県福岡市中央区平尾２－２－１５ 車両類
（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１ 看板・展示品
（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１ イベント･企画
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（株）スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１ その他
（有）　スポーツ館 福岡県古賀市千鳥２－２１－１４ 運動用品
（有）　スポーツ館 福岡県古賀市千鳥２－２１－１４ 繊維製品
（株）スマートバリュー 大阪府大阪市西区靱本町２－３－２　なにわ筋本町ＭＩＤビル４階 情報処理
（株）スマートバリュー 大阪府大阪市西区靱本町２－３－２　なにわ筋本町ＭＩＤビル４階 イベント･企画
住友重機械エンバイロメント（株） 福岡県福岡市博多区店屋町８－３０ 薬品
住友重機械エンバイロメント（株） 福岡県福岡市博多区店屋町８－３０ 特殊物品
住友重機械エンバイロメント（株） 福岡県福岡市博多区店屋町８－３０ 保守管理
（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
セイコータイムシステム（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４ 電気・通信機器
セイコータイムシステム（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４ 運動用品
セイコータイムシステム（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４ その他の物品
西部瓦斯（株） 福岡県福岡市博多区千代１－１７－１ 燃料類
西部瓦斯（株） 福岡県福岡市博多区千代１－１７－１ 厨房機器
西部瓦斯（株） 福岡県福岡市博多区千代１－１７－１ 保守管理
西部化成工業（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３‐１４‐８ 印刷
西部環境調査（株） 福岡県福岡市博多区築港本町８－１４ 検査・分析・調査
西部沢井薬品（株） 福岡県糟屋郡粕屋町仲原２８５８－７ 薬品
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
（株）西部毎日広告社 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１３ー１ イベント･企画
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）セノン 福岡県福岡市中央区白金１－２－２１ 運搬業務
（株）ゼプロス 福岡県北九州市八幡西区下上津役４－１９－２０ 印刷
（株）ゼプロス 福岡県北九州市八幡西区下上津役４－１９－２０ イベント･企画
（株）セラビ 福岡県福岡市博多区豊１－４－３０ 事務機器
（株）セラビ 福岡県福岡市博多区豊１－４－３０ 電気・通信機器
芹野ミシン 福岡県福岡市早良区飯倉４－８－９ 保守管理
（株）セレスポ 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
（株）全環 福岡県福岡市中央区高砂２－５－１０ 清掃
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（株）全環 福岡県福岡市中央区高砂２－５－１０ 廃棄物処理
全国警備保障（株） 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－１１第１３泰平ビル８Ｆ 警備・受付・案内
（株）全日警 福岡県福岡市博多区美野島１－２－８ 警備・受付・案内
千年書房（株） 福岡県福岡市博多区東那珂３－６－６２ 印刷
（株）ゼンリン 福岡県福岡市博多区祇園町１－１ 地図・航空写真
（株）ゼンリン 福岡県福岡市博多区祇園町１－１ 書籍
（株）ゼンリン 福岡県福岡市博多区祇園町１－１ 検査・分析・調査
（株）ゼンリンプリンテックス 福岡県福岡市博多区博多駅東３ー１ー２６ 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） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１０－８ リース・レンタル
総合システム管理（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ 清掃
総合システム管理（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ 警備・受付・案内
総合システム管理（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ 保守管理
総合情報企画萌 福岡県宗像市赤間５－１－２ 印刷
（株）創和 東京都江戸川区篠崎町３－３３－８ 特殊物品
（株）創和 東京都江戸川区篠崎町３－３３－８ その他の物品
（株）創和 東京都江戸川区篠崎町３－３３－８ 資源回収
（株）測技 福岡県宗像市田熊３－１－４７ 検査・分析・調査
（有）ソナー 福岡県福岡市博多区金の隈２－１２－４ 検査・分析・調査
ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋１－９－１ 情報処理
ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋１－９－１ リース・レンタル
ソフトバンク（株） 東京都港区東新橋１－９－１ その他
ソフトバンク・テクノロジー（株） 東京都新宿区新宿６－２７－３０ 事務機器
ソフトバンク・テクノロジー（株） 東京都新宿区新宿６－２７－３０ 情報処理
ソフトバンク・テクノロジー（株） 東京都新宿区新宿６－２７－３０ イベント･企画
ソリマチ（株） 新潟県長岡市表町１－４－２４ 事務機器
ソリマチ（株） 新潟県長岡市表町１－４－２４ 保守管理
ソリマチ（株） 新潟県長岡市表町１－４－２４ 情報処理
（株）ソルデザイン 福岡県福岡市博多区綱場町５－６ 印刷
（株）ソルデザイン 福岡県福岡市博多区綱場町５－６ 情報処理
（株）ソルデザイン 福岡県福岡市博多区綱場町５－６ イベント･企画
（株）ソルネット 福岡県北九州市八幡東区中央２－８－１３ 事務機器
（株）ソルネット 福岡県北九州市八幡東区中央２－８－１３ 情報処理
（株）ソルネット 福岡県北九州市八幡東区中央２－８－１３ リース・レンタル
第一環境（株） 福岡県福岡市中央区薬院４－３－５－７０５ 情報処理
第一環境（株） 福岡県福岡市中央区薬院４－３－５－７０５ 検査・分析・調査
第一環境（株） 福岡県福岡市中央区薬院４－３－５－７０５ その他
第一警備保障（株） 福岡県福岡市博多区堅粕４－２４－１４ 警察・消防用品
第一警備保障（株） 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） 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 保守管理
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（株）大正オーディット 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ その他
大新東（株） 福岡県糟屋郡新宮町三代８２７－１ その他
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） 福岡県福岡市博多区博多駅南１－１０－１７ リース・レンタル
タイセイ電機（株） 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２‐６‐１ 保守管理
（株）タイト綜合管理 福岡県福岡市西区戸切３―３８―１４ 清掃
（株）タイト綜合管理 福岡県福岡市西区戸切３―３８―１４ 警備・受付・案内
（株）タイト綜合管理 福岡県福岡市西区戸切３―３８―１４ 保守管理
泰平印刷（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－３４ 印刷
（株）太平エンジニアリング 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） 福岡県北九州市小倉北区堺町１－６－１５ 清掃
太平ビルサービス（株） 福岡県北九州市小倉北区堺町１－６－１５ 警備・受付・案内
太平ビルサービス（株） 福岡県北九州市小倉北区堺町１－６－１５ 保守管理
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 保守管理
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
太陽工業（株） 福岡県宗像市日の里１－１５－９ 看板・展示品
太陽工業（株） 福岡県宗像市日の里１－１５－９ 道路標識
太陽工業（株） 福岡県宗像市日の里１－１５－９ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（株）ダイワス 福岡県福岡市東区二又瀬１７－５ 清掃
（株）ダイワテクノサービス 福岡県宗像市葉山１－２１－１８ 薬品
田英（株） 福岡県福岡市城南区別府２－１４－８ 薬品
タカオ（株） 広島県福山市御幸町中津原１７８７‐１ 保守管理
（株）髙岡造園 福岡県宗像市曲１２０７－２ 清掃
高木製茶舗 福岡県宗像市東郷５－５－２ 食料品
（有）髙嶋造園 福岡県宗像市野坂２５８２ 農林業用用品
（有）髙嶋造園 福岡県宗像市野坂２５８２ 清掃
（有）髙嶋造園 福岡県宗像市野坂２５８２ 消毒・害虫駆除
（株）タカダ 福岡県大野城市東大利３－１６－３ 保守管理
（株）タカダ 福岡県大野城市東大利３－１６－３ その他
高千穂産業（株） 福岡県福岡市中央区輝国２－１１－７ 荒物雑貨
高千穂商事（株） 東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５ 印刷
宝燃料工業（株） 福岡県福岡市南区大橋２－１１－１６－２０１ 薬品
瀧口観花苑（株） 福岡県宗像市冨地原１５２７－２ 清掃
（株）ＴＡＸＣＥＬ 大分県大分市大字永興６７５－２ 産業用機械
（株）匠 福岡県福岡市博多区博多駅東３－５－８－６Ｆ 食料品
（株）匠 福岡県福岡市博多区博多駅東３－５－８－６Ｆ 繊維製品
（株）匠 福岡県福岡市博多区博多駅東３－５－８－６Ｆ 記念品・時計
（株）拓和 福岡県福岡市博多区比恵町１０－２８ 電気・通信機器
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（株）拓和 福岡県福岡市博多区比恵町１０－２８ その他の物品
（株）拓和 福岡県福岡市博多区比恵町１０－２８ 保守管理
竹井機器工業（株） 新潟県新潟市秋葉区矢代田６１９ 理化学医薬・保健機器
竹井機器工業（株） 新潟県新潟市秋葉区矢代田６１９ 運動用品
武下産業（株） 福岡県小郡市津古５９７－７ 保守管理
武道具　剱真堂 福岡県宗像市須恵２－２７－３６ 運動用品
（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２－１９１－１ 薬品
（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２－１９１－１ 水道用品
（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２－１９１－１ その他
（有）タックメディカル 福岡県福岡市南区西長住２－１９－２１ 理化学医薬・保健機器
（有）タツプラン福岡 福岡県福岡市博多区博多駅東３－５－８－７１０　サンエイビル７Ｆ イベント･企画
（有）タツプラン福岡 福岡県福岡市博多区博多駅東３－５－８－７１０　サンエイビル７Ｆ リース・レンタル
（有）田中運輸建設 福岡県宗像市東郷３－３－６ 廃棄物処理
田中工業（株） 福岡県北九州市八幡東区中央３－６－２０ 事務機器
田中工業（株） 福岡県北九州市八幡東区中央３－６－２０ 情報処理
田中工業（株） 福岡県北九州市八幡東区中央３－６－２０ その他
タナカ産業（株） 福岡県北九州市八幡西区本城１－２０－２５ 事務機器
タナカ産業（株） 福岡県北九州市八幡西区本城１－２０－２５ 電気・通信機器
タナカ産業（株） 福岡県北九州市八幡西区本城１－２０－２５ 厨房機器
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
谷口文具（有） 福岡県宗像市くりえいと２丁目５－１９ 事務機器
谷口文具（有） 福岡県宗像市くりえいと２丁目５－１９ 電気・通信機器
タニコー（株） 福岡県大野城市御笠川４－１１－１５ 厨房機器
楽しい（株） 福岡県北九州市若松区向洋町１０‐１北九州エコタウン実証研究エリア内 農林業用用品
楽しい（株） 福岡県北九州市若松区向洋町１０‐１北九州エコタウン実証研究エリア内 その他の物品
楽しい（株） 福岡県北九州市若松区向洋町１０‐１北九州エコタウン実証研究エリア内 リース・レンタル
（株）玉置 福岡県宗像市くりえいと１丁目４番５号 事務機器
（株）玉置 福岡県宗像市くりえいと１丁目４番５号 室内装飾品
（株）玉置 福岡県宗像市くりえいと１丁目４番５号 リース・レンタル
（株）玉川文化財研究所 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－８－９ 検査・分析・調査
（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
玉野総合コンサルタント（株） 福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２ 情報処理
玉野総合コンサルタント（株） 福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２ 検査・分析・調査
（株）談 福岡県福岡市中央区天神４ー２－３６　天神第一ビル４階 検査・分析・調査
（株）談 福岡県福岡市中央区天神４ー２－３６　天神第一ビル４階 イベント･企画
（株）談 福岡県福岡市中央区天神４ー２－３６　天神第一ビル４階 研修・講習
（有）タンク検査プラント 福岡県福岡市東区西戸崎５－７－４ その他の物品
（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 検査・分析・調査
団電機 福岡県福岡市中央区西公園４－４１ 電気・通信機器
団電機 福岡県福岡市中央区西公園４－４１ 車両類
（株）暖風緑地建設 福岡県宗像市宮田１－１－５ 清掃
（株）地域科学研究所 福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－３１ 事務機器
（株）地域科学研究所 福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－３１ 情報処理
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（株）地域科学研究所 福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－３１ 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
（株）筑紫ビル管理 福岡県筑紫野市針摺西１－６－６　Ｒ・Ｓビル２階 清掃
（株）筑紫ビル管理 福岡県筑紫野市針摺西１－６－６　Ｒ・Ｓビル２階 警備・受付・案内
筑紫フードサービス（株） 福岡県福岡市早良区東入部６‐２５‐２８ 食料品
（株）筑豊観光 福岡県宮若市宮永７－１ 運搬業務
（株）筑豊製作所 福岡県糟屋郡新宮町大字的野字香ノ木７４１－１ 産業用機械
（株）筑豊製作所 福岡県糟屋郡新宮町大字的野字香ノ木７４１－１ 車両類
（株）筑豊製作所 福岡県糟屋郡新宮町大字的野字香ノ木７４１－１ 車両整備
（有）筑邦トーハツ商会 福岡県久留米市野中町４１７－６ 理化学医薬・保健機器
（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 保守管理
地作電気管理事務所 福岡県宗像市自由ヶ丘１１－７－１５ 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
（株）チャイルド社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－５－４８ 事務機器
（株）チャイルド社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－５－４８ 教育機器
（株）チャイルド社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－５－４８ 運動用品
中越クリーンサービス（株） 福岡県大野城市中３－５－２８ 理化学医薬・保健機器
中越クリーンサービス（株） 福岡県大野城市中３－５－２８ その他の物品
中越クリーンサービス（株） 福岡県大野城市中３－５－２８ 清掃
中央エレベーター工業（株） 福岡県福岡市博多区東光２ー１０ー３ 保守管理
（株）中央設計技術研究所 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８住友生命博多ビル１２Ｆ 情報処理
中央復建コンサルタンツ（株） 福岡県福岡市博多区祇園町４－６１ 情報処理
中央復建コンサルタンツ（株） 福岡県福岡市博多区祇園町４－６１ 検査・分析・調査
中央復建コンサルタンツ（株） 福岡県福岡市博多区祇園町４－６１ イベント･企画
中外テクノス（株） 福岡県福岡市博多区東那珂２－２０－３５ 検査・分析・調査
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
中部環境サービス（株） 福岡県福岡市博多区下呉服町５－２５ 消毒・害虫駆除
Ｃｈｕｂｂ損害保険（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ その他
千代田計装（株） 福岡県福岡市早良区百道１－１８－２５ その他の物品
千代田計装（株） 福岡県福岡市早良区百道１－１８－２５ 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） 福岡県北九州市小倉北区重住３－１－２０ 薬品
（株）ツカサ創研 福岡県福岡市中央区今泉１－１２－８ イベント･企画
（株）ツカサ創研 福岡県福岡市中央区今泉１－１２－８ リース・レンタル
塚本商事機械（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１－１ 農林業用用品
塚本商事機械（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１－１ 道路標識
塚本商事機械（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１－１ 工事用材料
月島機械（株） 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ 薬品
月島機械（株） 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） 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ 保守管理
（株）つじ工芸 福岡県福岡市東区青葉６－１９－１ イベント･企画
辻畳内装 福岡県宗像市土穴２－１０－１０ その他
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都築テクノサービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１１－５ 事務機器
都築テクノサービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１１－５ 情報処理
（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
ＴＳＰプラス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１５－１９ 看板・展示品
ＴＳＰプラス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１５－１９ イベント･企画
ＴＳＰプラス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１５－１９ リース・レンタル
（株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８ 事務機器
（株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８ 情報処理
（株）ディーピーブレインズ 福岡県古賀市花見東４－１１－１６ 印刷
（株）ディーピーブレインズ 福岡県古賀市花見東４－１１－１６ イベント･企画
（株）ティーユーシー 熊本県上益城郡益城町田原２１７０－２ 事務機器
（株）ティーユーシー 熊本県上益城郡益城町田原２１７０－２ 情報処理
（株）ディエスジャパン 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 福岡県糟屋郡久山町大字猪野８７８－５１ リース・レンタル
（株）ディスジャパン 福岡県福岡市中央区大名１－９－３０ 印刷
（株）ディスジャパン 福岡県福岡市中央区大名１－９－３０ 看板・展示品
（株）ディスジャパン 福岡県福岡市中央区大名１－９－３０ イベント･企画
（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 福岡県福岡市中央区平尾５－１４－３１－３０３ 薬品
（株）データベース 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 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 印刷
（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
（株）テクノ菱和 福岡県福岡市中央区舞鶴２－１－１０ 保守管理
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
寺岡オートドア（株） 福岡県福岡市東区原田４－２３－２１ 保守管理
テルウェル西日本（株） 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） 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） 福岡県福岡市博多区上川端町１３－８ 人材派遣
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
（株）電算システム 岐阜県岐阜市１－５８ その他
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
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（株）テンゼン 福岡県北九州市戸畑区菅原２－１－１３ 薬品
（株）電盛社 福岡県福岡市南区那の川１－３－６ 事務機器
（株）電盛社 福岡県福岡市南区那の川１－３－６ 情報処理
（株）電友社 福岡県福岡市中央区白金１－１７－２１ 保守管理
（株）　東亜機器産業 福岡県福岡市博多区東那珂３－６－５１ 電気・通信機器
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
東海鋼管（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４‐３‐９‐３０４ 水道用品
東海リース（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－４－２ 事務機器
東海リース（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－４－２ リース・レンタル
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
東京計器（株） 福岡県北九州市小倉北区京町２－７－８ 理化学医薬・保健機器
東京計器（株） 福岡県北九州市小倉北区京町２－７－８ 保守管理
（株）東京商工リサーチ 福岡県福岡市博多区博多駅前４－９－２　八百治センタービル 検査・分析・調査
東京書籍（株） 福岡県福岡市中央区薬院１－１７－２８ 印刷
東京書籍（株） 福岡県福岡市中央区薬院１－１７－２８ その他の物品
東京書籍（株） 福岡県福岡市中央区薬院１－１７－２８ 検査・分析・調査
東京センチュリー（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１ リース・レンタル
（株）東京白衣 福岡県福岡市中央区荒戸３－７－２２ 繊維製品
東京反訳（株） 大阪府大阪市北区南森町２ー２‐９南森町八千代ビル７Ｆ‐Ａ 情報処理
東京ビル整美（株） 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） 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－２５ 保守管理
（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込２－２９－２２ 印刷
（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込２－２９－２２ 記念品・時計
（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込２－２９－２２ イベント･企画
（有）東興工業 福岡県宗像市大井６０１－１２ 清掃
東郷自動車整備（有） 福岡県宗像市東郷２－７－１８ 車両類
東郷自動車整備（有） 福岡県宗像市東郷２－７－１８ 車両整備
東芝インフラシステムズ（株） 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 電気・通信機器
東芝インフラシステムズ（株） 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） 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 保守管理
東芝エレベータ（株） 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 保守管理
東芝クライアントソリューション（株） 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 事務機器
東芝クライアントソリューション（株） 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 電気・通信機器
東芝クライアントソリューション（株） 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
東テク（株） 福岡県福岡市博多区榎田２－１－１８ 保守管理
（株）東洋環境分析センター 福岡県福岡市博多区井相田３－５－１０ 検査・分析・調査
東洋教材 福岡県福岡市東区土井１－９－１ 教育機器
東洋計器（株） 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
（株）東洋食品 東京都台東区東上野１－１４－４ 医療福祉
東洋造船鉄工（株） 福岡県北九州市若松区藤ノ木３ー７－８ 車両類
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東和環境科学（株） 福岡県福岡市東区東浜１－５－１２ 検査・分析・調査
（株）トオーツウ 福岡県北九州市小倉北区熊谷４－１５－７ 電気・通信機器
（株）トオーツウ 福岡県北九州市小倉北区熊谷４－１５－７ 保守管理
（株）トーケミ 福岡県福岡市博多区東光２－１７－１７ 薬品
（株）トーケミ 福岡県福岡市博多区東光２－１７－１７ 水道用品
（株）トーケミ 福岡県福岡市博多区東光２－１７－１７ 検査・分析・調査
（株）トータルプルーフ 福岡県福岡市南区清水４－６－３ 印刷
（株）トータルプルーフ 福岡県福岡市南区清水４－６－３ 看板・展示品
（株）トータルプルーフ 福岡県福岡市南区清水４－６－３ イベント･企画
（株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３ イベント･企画
（監）トーマツ 福岡県福岡市中央区天神１－４－２エルガーラ 情報処理
（監）トーマツ 福岡県福岡市中央区天神１－４－２エルガーラ 検査・分析・調査
（監）トーマツ 福岡県福岡市中央区天神１－４－２エルガーラ 研修・講習
（株）トーヨー電通 福岡県福岡市南区塩原１－１８－１ 電気・通信機器
（株）トーヨー電通 福岡県福岡市南区塩原１－１８－１ 保守管理
（株）ドーワテクノス 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－５ 事務機器
（株）ドーワテクノス 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－５ 産業用機械
（株）トキワ 福岡県京都郡苅田町京町１－５－１ 薬品
（株）トキワ 福岡県京都郡苅田町京町１－５－１ 燃料類
（株）トキワ 福岡県京都郡苅田町京町１－５－１ 水道用品
（有）常磐産業 福岡県宗像市樟陽台１－１２－５ 検査・分析・調査
（株）トキワビル商会 福岡県飯塚市花瀬３２－１ 清掃
（株）トキワビル商会 福岡県飯塚市花瀬３２－１ 消毒・害虫駆除
（株）トキワビル商会 福岡県飯塚市花瀬３２－１ 検査・分析・調査
特定非営利活動法人　西日本建設技術ネット 福岡県福岡市東区箱崎５－１１－３－８０１号 その他
特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所 福岡県福岡市博多区綱場町５－６ 印刷
特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所 福岡県福岡市博多区綱場町５－６ 検査・分析・調査
特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所 福岡県福岡市博多区綱場町５－６ イベント･企画
特定非営利活動法人ブックスタート 東京都新宿区新小川町５－１９　角田ビル３階 書籍
特定非営利活動法人ブックスタート 東京都新宿区新小川町５－１９　角田ビル３階 荒物雑貨
（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３－１－１ 書籍
（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３－１－１ 書籍
（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３－１－１ 書籍
（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３－１－１ 情報処理
（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３－１－１ 情報処理
（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３－１－１ 人材派遣
特機システム電機（株） 山口県下関市宝町５－１ 車両類
（株）ドット・コミュニケーションズ 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２７－２４ 情報処理
（株）ドット・コミュニケーションズ 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２７－２４ イベント･企画
（株）ドット・コミュニケーションズ 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２７－２４ 人材派遣
トッパン・フォームズ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５－９Ｆ 印刷
トッパン・フォームズ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５－９Ｆ 事務機器
（株）とっぺん 佐賀県佐賀市鍋島町八戸３１９０－３ 情報処理
（株）とっぺん 佐賀県佐賀市鍋島町八戸３１９０－３ 検査・分析・調査
（株）とっぺん 佐賀県佐賀市鍋島町八戸３１９０－３ イベント･企画
（有）　とみた 福岡県大野城市御笠川２－１－１２ 理化学医薬・保健機器
（有）　とみた 福岡県大野城市御笠川２－１－１２ 保守管理
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富田薬品（株） 福岡県福岡市博多区竹下２－３－３５ 理化学医薬・保健機器
富田薬品（株） 福岡県福岡市博多区竹下２－３－３５ 薬品
富永物産（株） 福岡県古賀市青柳２８４８ 車両類
（株）ＴＯＭＯＥ 福岡県福岡市中央区舞鶴１－３－１４　小榎ビル２Ｆ イベント･企画
トヨタエルアンドエフ福岡（株） 福岡県福岡市博多区東比恵４－５－１４ 産業用機械
トヨタエルアンドエフ福岡（株） 福岡県福岡市博多区東比恵４－５－１４ リース・レンタル
トヨタエルアンドエフ福岡（株） 福岡県福岡市博多区東比恵４－５－１４ 車両整備
（株）トヨタレンタリース福岡 福岡県福岡市博多区東光寺町１－１－１ リース・レンタル
（株）トラストエレベーター 福岡県福津市宮司浜４－１－２２ 保守管理
（株）トリアド工房 東京都八王子市大塚６３６‐２ 看板・展示品
（株）トリアド工房 東京都八王子市大塚６３６‐２ イベント･企画
（株）内外美装 福岡県北九州市小倉北区青葉２ー１－１５ 清掃
（株）内外美装 福岡県北九州市小倉北区青葉２ー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ー１－１５ 保守管理
（株）内藤ハウス 福岡県福岡市博多区博多駅東２ー１８ー３０八重洲博多ビル４０２ リース・レンタル
長崎造船（株） 長崎県長崎市浪の平町４－２ 車両類
仲西商事（株） 福岡県北九州市小倉南区長野１－４－１１ その他の物品
（株）中西製作所 福岡県福岡市博多区博多駅南５－９－２４ 厨房機器
中日本航空（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３３ 地図・航空写真
中日本航空（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３３ 情報処理
中日本航空（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３３ 検査・分析・調査
（株）ナカノ 大分県中津市野依７０２－１ 特殊物品
（株）ナカノ 大分県中津市野依７０２－１ リース・レンタル
（株）ナカノテツ 福岡県北九州市小倉北区京町１－３－１０ 繊維製品
ナカバヤシ（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－７－１１ 印刷
ナカバヤシ（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－７－１１ その他
中原工業（株） 福岡県福岡市博多区空港前１－１１－１０ 教育機器
中原工業（株） 福岡県福岡市博多区空港前１－１１－１０ その他の物品
（株）ナカムラ消防化学 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 福岡県福岡市博多区東光２－１８－３７　セイントビル１Ｆ１０１ 保守管理
（有）仲村鉄工所 福岡県福津市中央１－１１－１ 保守管理
（株）ナガワ 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２　天神リバーフロントビジネスセンター６階 警察・消防用品
（株）ナガワ 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２　天神リバーフロントビジネスセンター６階 その他の物品
（株）ナガワ 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２　天神リバーフロントビジネスセンター６階 リース・レンタル
（株）ナフコ 福岡県宗像市光岡１０５－１ 教育機器
（株）ナフコ 福岡県宗像市光岡１０５－１ 農林業用用品
（株）ナフコ 福岡県宗像市光岡１０５－１ 荒物雑貨
（有）成管工業 福岡県福岡市東区多の津４－３－１９ 清掃
（有）成管工業 福岡県福岡市東区多の津４－３－１９ 廃棄物処理
南海電設（株） 福岡県福岡市博多区豊１－３－１４ 電気・通信機器
南海電設（株） 福岡県福岡市博多区豊１－３－１４ 警察・消防用品
（株）ナンゴウ 福岡県福岡市博多区大井２ー１０－９ 清掃
（株）ナンゴウ 福岡県福岡市博多区大井２ー１０－９ 消毒・害虫駆除
（株）ナンゴウ 福岡県福岡市博多区大井２ー１０－９ 廃棄物処理
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
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（有）南西産業 福岡県宗像市城西ケ丘１－８－１ 道路標識
（株）にしけい 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 福岡県宗像市東郷４－５－１２ 警備・受付・案内
（株）にしけい 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ー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ー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ー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
（株）ニシゲン 福岡県直方市下新入１９２４‐１ 廃棄物処理
（株）ニシゲン 福岡県直方市下新入１９２４‐１ 資源回収
西田商運　（株） 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜３－３－２３ 運搬業務
西鉄エアサービス（株） 福岡県福岡市中央区天神２－８－３４ 情報処理
西鉄エアサービス（株） 福岡県福岡市中央区天神２－８－３４ 研修・講習
西鉄エアサービス（株） 福岡県福岡市中央区天神２－８－３４ 人材派遣
西鉄情報システム（株） 福岡県福岡市博多区千代４－１－３３ 情報処理
西鉄バス宗像（株） 福岡県宗像市陵厳寺４－７－１ 運搬業務
（株）西日本環境 兵庫県神戸市長田区長田町７－３－２ その他
西日本環境設計（株） 福岡県宗像市東郷５－６－４３ 検査・分析・調査
西日本環境設計（株） 福岡県宗像市東郷５－６－４３ その他
西日本環境リサーチ（株） 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２－３－３１ 検査・分析・調査
（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 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４－７－４ 保守管理
（有）西日本グリーンプラン 福岡県宗像市原町２４４－１ 清掃
（有）西日本グリーンプラン 福岡県宗像市原町２４４－１ 消毒・害虫駆除
西日本産業（株） 福岡県北九州市戸畑区天籟寺１－６－１７－１ 薬品
（株）西日本システムクリエート 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 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
（株）西日本新聞印刷 福岡県福岡市博多区吉塚８－２－１５ イベント･企画
（株）西日本新聞広告社 福岡県福岡市中央区天神１－４－１　１５Ｆ イベント･企画
（株）西日本新聞総合オリコミ 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２－３－８ その他
（株）西日本新聞メディアラボ 福岡県福岡市中央区天神１－４－１西日本新聞会館１５階 イベント･企画
（株）西日本洗管サービス 福岡県福岡市東区松島３－９－１２ 清掃
（株）西日本測研社 福岡県北九州市小倉北区室町２－１１－１９ 情報処理
（株）西日本測研社 福岡県北九州市小倉北区室町２－１１－１９ 検査・分析・調査
西日本地図出版（株） 福岡県福岡市南区大楠２ー８ー１３ 印刷
西日本電信電話（株） 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） 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 情報処理
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
西日本美装工業（株） 福岡県福岡市中央区春吉３－２５－６ 清掃
西日本ビルメンテナンス（協） 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１‐１７‐１０ 清掃
西日本ビルメンテナンス（協） 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１‐１７‐１０ 警備・受付・案内
西日本ビルメンテナンス（協） 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１‐１７‐１０ 消毒・害虫駆除
（有）西日本マリン 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿２０４７ 研修・講習
（株）西日本リサーチ・センター 福岡県福岡市中央区今泉１－４－１ 検査・分析・調査
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（有）にしのはら電器 福岡県宗像市くりえいと２－１２－４ 電気・通信機器
（株）西原環境 福岡県福岡市博多区井相田２－２－３ 理化学医薬・保健機器
（株）西原環境 福岡県福岡市博多区井相田２－２－３ 薬品
（株）西原環境 福岡県福岡市博多区井相田２－２－３ 保守管理
（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） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－２２ 保守管理
ニシムラ印刷 福岡県宗像市田熊６―３―２５ 印刷
（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２－１０－１７ 廃棄物処理
日栄商事（株） 福岡県北九州市門司区松原２－１０－１７ その他
日栄商事（株） 福岡県北九州市門司区松原２－１０－１７ 資源回収
日米電子（株） 福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０ 電気・通信機器
日米電子（株） 福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０ 保守管理
（株）ニチボー環境エンジニアリング 福岡県福岡市博多区板付４－７－２８ 保守管理
ニチレキ（株） 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２－３－１７ 工事用材料
（株）日海商事 福岡県北九州市門司区東港町６－４１ 車両類
（株）日京クリエイト 東京都品川区南大井六丁目１６番１９号 医療福祉
（株）日京クリエイト 東京都品川区南大井六丁目１６番１９号 その他
（株）ニック 福岡県大野城市川久保３－１－２３ 事務機器
（株）ニック 福岡県大野城市川久保３－１－２３ リース・レンタル
日興通信（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１西鉄祇園ビル 事務機器
日興通信（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１西鉄祇園ビル 保守管理
日興通信（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１西鉄祇園ビル リース・レンタル
日産自動車販売（株） 福岡県福岡市博多区東比恵２－１４－３３ 車両類
（株）日産フィナンシャルサービス 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－３ リース・レンタル
日産プリンス福岡販売（株） 福岡県宗像市稲元２－４－５ 車両類
日産プリンス福岡販売（株） 福岡県宗像市稲元２－４－５ 車両整備
日清医療食品（株） 福岡県福岡市博多区祇園町２番１号　シティ１７ビル８Ｆ 医療福祉
日清医療食品（株） 福岡県福岡市博多区祇園町２番１号　シティ１７ビル８Ｆ その他
（株）日水コン 福岡県福岡市博多区祇園町７－２０ 情報処理
（株）ニッセイコム 福岡県福岡市中央区大名１－１５－３３　福岡セントラルビル４Ｆ 事務機器
（株）ニッセイコム 福岡県福岡市中央区大名１－１５－３３　福岡セントラルビル４Ｆ 情報処理
日成ビルド工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３ー２２－８ リース・レンタル
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） 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 車両整備
日通商事（株） 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 資源回収
日鉄住金環境プラントソリューションズ（株） 福岡県北九州市戸畑区大字中原４６－５９ その他の物品
日鉄住金環境プラントソリューションズ（株） 福岡県北九州市戸畑区大字中原４６－５９ 保守管理
日鉄住金環境プラントソリューションズ（株） 福岡県北九州市戸畑区大字中原４６－５９ その他
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
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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
日東工営（株） 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ その他の物品
日東工営（株） 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ リース・レンタル
（株）日報 福岡県福岡市東区原田２－２９－４ 印刷
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）日本医事保険教育協会 熊本県熊本市中央区辛島町３－２０ その他
日本オーチス・エレベータ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南１－２－１３ 保守管理
（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
（一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町１－１０　保健会館新館 教育機器
（一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町１－１０　保健会館新館 書籍
（一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町１－１０　保健会館新館 その他の物品
（一財）日本環境衛生センター 福岡県大野城市白木原３－５－１１ 検査・分析・調査
日本管財（株） 福岡県福岡市中央区天神１‐１４‐１６ 清掃
日本管財（株） 福岡県福岡市中央区天神１‐１４‐１６ 警備・受付・案内
日本管財（株） 福岡県福岡市中央区天神１‐１４‐１６ 保守管理
日本乾溜工業（株） 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） 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） 福岡県北九州市八幡西区森下町２７‐３６ 警察・消防用品
日本機械工業（株） 福岡県福岡市南区１－２０－１９ 車両類
日本機械工業（株） 福岡県福岡市南区１－２０－１９ 警察・消防用品
（一財）日本気象協会 福岡県福岡市早良区西新一丁目１０番２７号 保守管理
（一財）日本気象協会 福岡県福岡市早良区西新一丁目１０番２７号 情報処理
（一財）日本気象協会 福岡県福岡市早良区西新一丁目１０番２７号 検査・分析・調査
日本教育情報機器（株） 東京都千代田区有楽町１－７－１ 事務機器
日本教育情報機器（株） 東京都千代田区有楽町１－７－１ リース・レンタル
日本教育情報機器（株） 東京都千代田区有楽町１－７－１ 資源回収
日本空調サービス（株） 福岡県福岡市博多区堅粕３－１４－７ 水道用品
日本空調サービス（株） 福岡県福岡市博多区堅粕３－１４－７ その他の物品
日本空調サービス（株） 福岡県福岡市博多区堅粕３－１４－７ 保守管理
日本國土環境資源事業（協） 福岡県宗像市田野１９４５－１ 清掃
日本國土環境資源事業（協） 福岡県宗像市田野１９４５－１ 廃棄物処理
日本國土環境資源事業（協） 福岡県宗像市田野１９４５－１ 検査・分析・調査
（一社）日本健康倶楽部 福岡県福岡市東区松島３－２９－１８ 医療福祉
日本原料（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３４ 薬品
日本原料（株） 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） 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３４ 保守管理
日本工装（株） 福岡県北九州市小倉南区城野四丁目５－５５ 産業用機械
日本工装（株） 福岡県北九州市小倉南区城野四丁目５－５５ 鉄鋼・非鉄鋼製品
日本国民食（株） 東京都中央区日本橋堀留町２－４－３ 医療福祉
日本コンピュータ・ダイナミクス（株） 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
日本資源流通（株） 福岡県福岡市東区松島４丁目３－２２ 廃棄物処理
日本資源流通（株） 福岡県福岡市東区松島４丁目３－２２ その他
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日本資源流通（株） 福岡県福岡市東区松島４丁目３－２２ 資源回収
日本事務器（株） 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 事務機器
日本事務器（株） 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 保守管理
日本事務器（株） 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
（株）日本消防機材商会 福岡県福岡市東区名島２ー２０－１１ 警察・消防用品
（株）日本消防機材商会 福岡県福岡市東区名島２ー２０－１１ 保守管理
日本磁力選鉱（株） 福岡県北九州市小倉北区馬借三丁目６番４２号 その他
日本船舶薬品（株） 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） 福岡県福岡市博多区東比恵２‐１１‐３０ 薬品
日本船舶薬品（株） 福岡県福岡市博多区東比恵２‐１１‐３０ 保守管理
日本造船鉄工（株） 福岡県北九州市若松区藤ノ木３ー７－３１ 車両類
日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西２３ 事務機器
日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西２３ 電気・通信機器
日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西２３ 情報処理
日本調理機（株） 福岡県大野城市瓦田４－１５－３０ 厨房機器
日本通運（株） 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 廃棄物処理
日本通運（株） 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 運搬業務
日本通信紙（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５ー７－１１ 印刷
日本通信紙（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５ー７－１１ 情報処理
日本通信紙（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５ー７－１１ 検査・分析・調査
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
日本電気（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 事務機器
日本電気（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 電気・通信機器
日本電気（株） 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 情報処理
（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 保守管理
（株）日本統計センター 福岡県北九州市小倉北区堺町１－２－１６ 情報処理
（株）日本統計センター 福岡県北九州市小倉北区堺町１－２－１６ 検査・分析・調査
日本ドライケミカル（株） 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） 福岡県福岡市博多区綱場町２－２１ 警察・消防用品
日本ドローンビジネスコンサルタント（株） 福岡県宗像市赤間駅前１－５－１２ 研修・講習
日本ドローンビジネスコンサルタント（株） 福岡県宗像市赤間駅前１－５－１２ その他
日本無線（株） 福岡県福岡市博多区綱場町４－１ 電気・通信機器
日本無線（株） 福岡県福岡市博多区綱場町４－１ 保守管理
（一社）日本有機資源協会 東京都中央区新川２－６－１６ 検査・分析・調査
（株）日本リモナイト 福岡県福岡市博多区古門戸町２‐４‐３０２ 薬品
ネクスタ（株） 福岡県糟屋郡久山町猪野８８４－１ 荒物雑貨
ネットワーク（株） 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町５５４－４ 電気・通信機器
ネットワーク（株） 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町５５４－４ 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
（株）野口製作所 福岡県福岡市西区桑原２４１３－１ 運動用品
（株）野口製作所 福岡県福岡市西区桑原２４１３－１ 保守管理
（株）野口鉄工 福岡県北九州市八幡東区枝光１ー７－３ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（株）野口鉄工 福岡県北九州市八幡東区枝光１ー７－３ 水道用品
ノダック（株） 熊本県熊本市東区東野４－１－３ その他の物品
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ノダック（株） 熊本県熊本市東区東野４－１－３ 清掃
（株）乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４ 看板・展示品
（株）乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４ その他の物品
（株）乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４ イベント･企画
（株）パークレスキュー 福岡県福津市津屋崎５－１９－２１ 保守管理
ハーツモーターハウス 福岡県宗像市深田１０３３－２ 車両類
（有）パートナーズコミュニケーション 福岡県福岡市東区蒲田１－３－２０ 検査・分析・調査
ハーベストネクスト（株） 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２－１２０ 医療福祉
Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株） 福岡県宗像市曲１５９２ー１ 清掃
Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株） 福岡県宗像市曲１５９２ー１ 消毒・害虫駆除
バイザー（株） 愛知県名古屋市中村区名駅南２－１４－１９ 情報処理
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
箱崎プラント工業（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６‐１０‐２ 薬品
箱崎プラント工業（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６‐１０‐２ 産業用機械
箱崎プラント工業（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６‐１０‐２ 水道用品
パシフィックコンサルタンツ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－２１ 情報処理
パシフィックコンサルタンツ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－２１ 検査・分析・調査
パシフィックコンサルタンツ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－２１ イベント･企画
（株）パシフィックシステム 宮崎県日向市永江町１－１０５ 事務機器
（株）パシフィックシステム 宮崎県日向市永江町１－１０５ 情報処理
（株）パシフィックネット 福岡県福岡市東区原田３‐６‐１０ 事務機器
（株）パシフィックネット 福岡県福岡市東区原田３‐６‐１０ リース・レンタル
（株）パシフィックネット 福岡県福岡市東区原田３‐６‐１０ 資源回収
（有）一 福岡県宗像市日の里５‐４‐２５ 運動用品
（有）一 福岡県宗像市日の里５‐４‐２５ 看板・展示品
（有）一 福岡県宗像市日の里５‐４‐２５ 保守管理
（株）創舎 福岡県福岡市南区高木２－４－１３ 印刷
（株）創舎 福岡県福岡市南区高木２－４－１３ 地図・航空写真
（株）パスコ 福岡県福岡市博多区東比恵３－５－２ 地図・航空写真
（株）パスコ 福岡県福岡市博多区東比恵３－５－２ 情報処理
（株）パスコ 福岡県福岡市博多区東比恵３－５－２ 検査・分析・調査
長谷川造園（株） 福岡県宗像市曲１２３４ 清掃
（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 福岡県福岡市中央区天神１－６－８ その他
ハタエ石油（株） 福岡県宗像市東郷４－５－１７ 薬品
ハタエ石油（株） 福岡県宗像市東郷４－５－１７ 燃料類
（株）ハチダイ 福岡県福岡市東区名島２－４０－１ 清掃
（株）ハチダイ 福岡県福岡市東区名島２－４０－１ 警備・受付・案内
（株）ハチダイ 福岡県福岡市東区名島２－４０－１ 消毒・害虫駆除
八光海運（株） 熊本県上天草市大矢野町登立３３５５－１ 清掃
八光海運（株） 熊本県上天草市大矢野町登立３３５５－１ 廃棄物処理
はちみつ屋・モリタ 福岡県福岡市早良区野芥６－１０－６ 消毒・害虫駆除
（株）ハッセイ 福岡県北九州市八幡西区市瀬１－２－１ 車両類
（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
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（有）ハナサキ 福岡県宗像市池浦５２０－１２ クリーニング
（有）ハナショウ 福岡県北九州市八幡西区森下町１１－１ 荒物雑貨
パナソニックＥＳエンジニアリング（株） 福岡県福岡市中央区薬院３－１－２４ 電気・通信機器
パナソニックＥＳエンジニアリング（株） 福岡県福岡市中央区薬院３－１－２４ その他の物品
パナソニックＥＳエンジニアリング（株） 福岡県福岡市中央区薬院３－１－２４ 保守管理
パナソニック産機システムズ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－６－２３ その他の物品
パナソニック産機システムズ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－６－２３ 保守管理
パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 事務機器
パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 電気・通信機器
パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 保守管理
（有）花浪漫 福岡県宗像市自由ヶ丘３－１２－６ 農林業用用品
（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
（株）はまげん 福岡県田川市桜町８－３０ 検査・分析・調査
早川商店 福岡県宗像市赤間駅前１－３－７ 食料品
（有）林石油 福岡県宗像市宗像市徳重５４８ 燃料類
（株）林田製作所 埼玉県さいたま市見沼区上山口新田５６－１ 車両類
林六（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－１４　ビーエスビル博多４階 薬品
林六（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－１４　ビーエスビル博多４階 水道用品
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
阪神動力機械（株） 大阪府大阪市此花区四貫島２－２６－７ その他の物品
阪神動力機械（株） 大阪府大阪市此花区四貫島２－２６－７ 保守管理
（株）阪神マテリアル 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３－２－１８ 資源回収
（株）ピー・エス・ユー選挙設備センター 福岡県春日市泉４－２ 特殊物品
（株）ピーアール・ネットワーク 福岡県福岡市西区今宿駅前１－１５－１８ 地図・航空写真
（株）ピーアール・ネットワーク 福岡県福岡市西区今宿駅前１－１５－１８ 看板・展示品
（株）ピーアール・ネットワーク 福岡県福岡市西区今宿駅前１－１５－１８ イベント･企画
（株）ビーコンラーニングサービス 東京都中央区日本橋茅場町２－２－１ 研修・講習
（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
（株）ビービーディオー・ジェイ・ウェスト 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２ 検査・分析・調査
（株）ビービーディオー・ジェイ・ウェスト 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２ イベント･企画
（株）ビービーディオー・ジェイ・ウェスト 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２ 研修・講習
東機械工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－５ 水道用品
東機械工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－５ 保守管理
東伸エンジニアリング（株） 福岡県筑紫野市原田５－６－２９ 保守管理
（株）東光コンサルタンツ 福岡県福岡市博多区博多駅東３－３－３ 検査・分析・調査
（有）ひかり 福岡県宗像市東郷１２９－１ 医療福祉
光工房ＴＡＫＥＩ 福岡県飯塚市鯰田２５２５ー２３０ 教育機器
光工房ＴＡＫＥＩ 福岡県飯塚市鯰田２５２５ー２３０ その他
（有）疋田黒板製作所 福岡県北九州市八幡西区南鷹見町１１－１５ 教育機器
（有）疋田黒板製作所 福岡県北九州市八幡西区南鷹見町１１－１５ 看板・展示品
樋口薬品工業（株） 福岡県福岡市南区的場２－２５－１１ 薬品
樋口薬品工業（株） 福岡県福岡市南区的場２－２５－１１ その他の物品
樋口薬品工業（株） 福岡県福岡市南区的場２－２５－１１ 保守管理
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（株）日交西部本社 福岡県福岡市博多区店屋町８－３０ イベント･企画
久永情報マネジメント（株） 鹿児島県鹿児島市松原町７－６ 地図・航空写真
久永情報マネジメント（株） 鹿児島県鹿児島市松原町７－６ 情報処理
久永情報マネジメント（株） 鹿児島県鹿児島市松原町７－６ 検査・分析・調査
久野印刷（株） 福岡県福岡市博多区奈良屋町３－１ 印刷
久野印刷（株） 福岡県福岡市博多区奈良屋町３－１ イベント･企画
（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
日伸産業（株） 福岡県福岡市中央区港３－１－５８ 車両類
日伸産業（株） 福岡県福岡市中央区港３－１－５８ 荒物雑貨
日伸産業（株） 福岡県福岡市中央区港３－１－５８ 工事用材料
（有）日高印刷所 福岡県中間市中間１－４－１６ 印刷
（有）日高印刷所 福岡県中間市中間１－４－１６ 事務機器
（有）日高印刷所 福岡県中間市中間１－４－１６ 看板・展示品
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
日立キャピタルオートリース（株） 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ リース・レンタル
（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）日立製作所 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 理化学医薬・保健機器
（株）日立製作所 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 電気・通信機器
（株）日立製作所 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 産業用機械
（株）日立ソリューションズ西日本 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 事務機器
（株）日立ソリューションズ西日本 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 情報処理
（株）日立ビルシステム 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１０ 保守管理
（株）日立プラントメカニクス 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 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１ 保守管理
（株）ビット 福岡県福岡市博多区東比恵２－１９－１８ その他の物品
（株）ビット 福岡県福岡市博多区東比恵２－１９－１８ 保守管理
日之出水道機器（株） 福岡県福岡市博多区博多区堅粕５－８－１８ 鉄鋼・非鉄鋼製品
（有）響働 福岡県福津市若木台１－２－２ イベント･企画
（有）響働 福岡県福津市若木台１－２－２ 研修・講習
ヒューマンリソシア（株） 東京都新宿区西新宿７－５－２５ 情報処理
ヒューマンリソシア（株） 東京都新宿区西新宿７－５－２５ 研修・講習
ヒューマンリソシア（株） 東京都新宿区西新宿７－５－２５ 人材派遣
表示灯（株） 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ イベント･企画
平井スポーツ建設（株） 福岡県福岡市東区箱崎３－１３－１５ 清掃
（株）ヒラカワ 福岡県福岡市博多区東比恵２－７－３３　西原ビル２号 薬品
（株）ヒラカワ 福岡県福岡市博多区東比恵２－７－３３　西原ビル２号 産業用機械
（株）ヒラカワ 福岡県福岡市博多区東比恵２－７－３３　西原ビル２号 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 消毒・害虫駆除
（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
（有）博映商事 福岡県福岡市中央区舞鶴１－３－３１－２２０ 教育機器
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（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
（株）博防 福岡県福岡市早良区重留２－４－１０ 警察・消防用品
（株）博防 福岡県福岡市早良区重留２－４－１０ 保守管理
（株）ファースト 福岡県春日市大谷９‐５７ 電気・通信機器
（株）ファースト 福岡県春日市大谷９‐５７ 警備・受付・案内
（株）ファースト 福岡県春日市大谷９‐５７ 保守管理
（株）ファビルス 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 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１－１ 保守管理
（株）ファミリー 福井県越前市家久町５４―１―１ 車両類
ファンキークルー 福岡県宗像市赤間駅前２－３－２１－６０１ イベント･企画
ファンキークルー 福岡県宗像市赤間駅前２－３－２１－６０１ 研修・講習
（有）フィールドブレイン 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２３－２－３１１ イベント･企画
ＶＳＰＯＲＴＳ　プロポーザル 福岡県宗像市日の里１－１１－７ 運動用品
ＶＳＰＯＲＴＳ　プロポーザル 福岡県宗像市日の里１－１１－７ 記念品・時計
（株）フカノ楽器店 福岡県福岡市南区井尻４－２－５１ 音楽用品
（株）フカノ楽器店 福岡県福岡市南区井尻４－２－５１ 人材派遣
（株）福昭ビル・サービス 福岡県福岡市博多区下川端町１－１２ 清掃
（株）福昭ビル・サービス 福岡県福岡市博多区下川端町１－１２ 警備・受付・案内
（株）福昭ビル・サービス 福岡県福岡市博多区下川端町１－１２ 消毒・害虫駆除
福泉（株） 愛媛県松山市雄郡１－１－３２ 情報処理
福泉（株） 愛媛県松山市雄郡１－１－３２ イベント･企画
福岡安全センター（株） 福岡県福岡市中央区天神３－１１－１ 電気・通信機器
福岡安全センター（株） 福岡県福岡市中央区天神３－１１－１ 運動用品
福岡安全センター（株） 福岡県福岡市中央区天神３－１１－１ その他
（株）福岡金文堂 福岡県宗像市赤間文教町１－１　福教大内 書籍
（株）福岡九州クボタ 福岡県福岡市南区野間１－１１－３６ 産業用機械
（株）福岡九州クボタ 福岡県福岡市南区野間１－１１－３６ 農林業用機器
福岡県教育用品（株） 福岡県福岡市中央区那の津２－１－６ 教育機器
福岡県教育用品（株） 福岡県福岡市中央区那の津２－１－６ 書籍
福岡県教育用品（株） 福岡県福岡市中央区那の津２－１－６ 理化学医薬・保健機器
福岡県広域森林組合 福岡県宗像市東郷２－１－４３ 清掃
福岡県広域森林組合 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
（特活）福岡ジェンダー研究所 福岡県福岡市博多区博多駅東３－９－３博多ニッコーハイツ４０３号 検査・分析・調査
（特活）福岡ジェンダー研究所 福岡県福岡市博多区博多駅東３－９－３博多ニッコーハイツ４０３号 その他
福岡スバル（株） 福岡県福岡市東区社領２－１６－２２ 車両類
福岡ダイビングセンター 福岡県古賀市花見東６－１０－１３ 警察・消防用品
福岡ダイビングセンター 福岡県古賀市花見東６－１０－１３ 保守管理
福岡通管（有） 福岡県福津市西福間１－２－１１ 清掃
福岡通管（有） 福岡県福津市西福間１－２－１１ 廃棄物処理
（株）福岡トーハツ 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 福岡県北九州市小倉南区沼本町３－１－１ 警察・消防用品
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（株）福岡トーハツ 福岡県北九州市小倉南区沼本町３－１－１ 保守管理
福岡図書教材（株） 福岡県福岡市中央区桜坂３－８－４０ワコーパークビル 教育機器
福岡図書教材（株） 福岡県福岡市中央区桜坂３－８－４０ワコーパークビル 書籍
福岡図書教材（株） 福岡県福岡市中央区桜坂３－８－４０ワコーパークビル 音楽用品
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
（株）福岡よいこの学習社 福岡県宗像市三郎丸３－７－１ 教育機器
福岡理研工業（株） 福岡県北九州市八幡東区前田３－８－１１ 理化学医薬・保健機器
福岡リスクコンサルティング（株） 福岡県宗像市村山田１３６６－２－２Ｆ その他
（株）福研産業 福岡県糟屋郡新宮町立花口１１７‐７ 産業用機械
（株）福研産業 福岡県糟屋郡新宮町立花口１１７‐７ 車両類
（株）福研産業 福岡県糟屋郡新宮町立花口１１７‐７ 保守管理
（株）福澤工業 福岡県北九州市若松区南二島２－３－１５ 教育機器
（株）福澤工業 福岡県北九州市若松区南二島２－３－１５ 産業用機械
（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）フクト 福岡県福岡市中央区薬院４－３－２０ 教育機器
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 福岡県古賀市新原１０００－２ 薬品
（株）フクヨウ 福岡県古賀市新原１０００－２ 産業用機械
（株）フクヨウ 福岡県古賀市新原１０００－２ 工事用材料
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
富士建設工業（株） 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６ 特殊物品
富士建設工業（株） 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６ 保守管理
富士建設工業（株） 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６ その他
（有）富士サービス 福岡県宗像市曲１５９２ー１ 保守管理
富士食品商事（株） 埼玉県ふじみ野市上福岡２－６－１０ 医療福祉
富士ゼロックスシステムサービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１４－１ 事務機器
富士ゼロックスシステムサービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１４－１ 情報処理
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） 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） 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
藤田電気管理事務所 福岡県宗像市上八９５８－１ 保守管理
フジ地中情報（株） 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） 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） 福岡県福岡市博多区那珂５－３－１３ その他
富士通（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 事務機器
富士通（株） 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） 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） 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） 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 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 福岡県福岡市博多区東比恵３ー１ー２ 情報処理
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富士通コワーコ（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 事務機器
富士通コワーコ（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ その他の物品
（株）富士通ゼネラル 福岡県福岡市南区横手１－１２－４５ 電気・通信機器
富士通ソーシャルライフシステムズ（株） 大阪府大阪市中央区城見２－２－６ 電気・通信機器
富士通ソーシャルライフシステムズ（株） 大阪府大阪市中央区城見２－２－６ その他
富士通ネットワークソリューションズ（株） 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） 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） 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 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 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 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ イベント･企画
（株）富士通マーケティング・オフィスサービス 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・オフィスサービス 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ その他の物品
（株）富士通マーケティング・オフィスサービス 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 資源回収
富士通リース（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ リース・レンタル
フジテック（株） 福岡県福岡市博多区綱場町４番１号 保守管理
富士電機ＩＴソリューション（株） 福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 事務機器
富士電機ＩＴソリューション（株） 福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ リース・レンタル
富士フイルムメディカル（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１３－１９ 理化学医薬・保健機器
富士フイルムメディカル（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１３－１９ 保守管理
（株）フジプライズ 福岡県福岡市博多区東光２－１０－１６ 記念品・時計
富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 保守管理
富士マイクロ（株） 福岡県福岡市博多区諸岡２－１２－３８ 写真
富士マイクロ（株） 福岡県福岡市博多区諸岡２－１２－３８ イベント･企画
富士マイクロ（株） 福岡県福岡市博多区諸岡２－１２－３８ リース・レンタル
ふじや事務用品（株） 福岡県久留米市東櫛原町１０１７ー２ 事務機器
（株）フソウ 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４　大博センタービル６ 水道用品
扶桑電通（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－７ 電気・通信機器
扶桑電通（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－７ 保守管理
扶桑電通（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－７ リース・レンタル
（株）フチガミ 福岡県久留米市津福本町２３００－１０ 廃棄物処理
（株）フチガミ 福岡県久留米市津福本町２３００－１０ その他
（株）ふちわき 福岡県北九州市八幡西区小鷺田町２－１ 保守管理
ブックス　せいおん 福岡県宗像市土穴３－１―５ 書籍
文友舎 福岡県宗像市土穴１－２－２１ 事務機器
文友舎 福岡県宗像市土穴１－２－２１ 教育機器
芙蓉総合リース（株） 福岡県福岡市中央区天神２－８－４９ リース・レンタル
（株）フラウ 福岡県福岡市中央区大名２ー１１ー２２ 検査・分析・調査
（株）フラウ 福岡県福岡市中央区大名２ー１１ー２２ イベント･企画
（株）フラウ 福岡県福岡市中央区大名２ー１１ー２２ 研修・講習
フランスベッド（株） 福岡県北九州市八幡西区大字野面８５２－１ 理化学医薬・保健機器
フランスベッド（株） 福岡県北九州市八幡西区大字野面８５２－１ 電気・通信機器
フランスベッド（株） 福岡県北九州市八幡西区大字野面８５２－１ 警察・消防用品
（有）プリズム楽器 福岡県福岡市東区塩浜１－１７－５５ 音楽用品
（株）古環境研究所 埼玉県さいたま市西区土屋１７９５－２４ 検査・分析・調査
フルノ九州販売（株） 福岡県福岡市中央区港３－１－４４ 電気・通信機器
フルノ九州販売（株） 福岡県福岡市中央区港３－１－４４ 車両類
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フルノ九州販売（株） 福岡県福岡市中央区港３－１－４４ 保守管理
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）ブレインサービス 大阪府大阪市西区阿波座２－４－２３ 事務機器
（株）ブレインサービス 大阪府大阪市西区阿波座２－４－２３ 情報処理
（株）ブレインサービス 大阪府大阪市西区阿波座２－４－２３ リース・レンタル
（株）フレーベル館 福岡県福岡市南区曰佐４－３３－１８ 教育機器
（株）プレック研究所 福岡県福岡市中央区大名２－４－１９ 検査・分析・調査
（有）フレンズメディック 大阪府大阪市北区長柄東１－４－２４－１００３ 繊維製品
ブローテ 福岡県福津市津屋崎４－１１－２４ 印刷
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 看板・展示品
（社）文化財科学研究センター 奈良県天理市田町４４７ 検査・分析・調査
文化シヤッターサービス（株） 福岡県福岡市博多区金の隈２－２０－４８ 保守管理
（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 福岡県宗像市野坂２６５２－１ 電気・通信機器
（株）ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区南方３－７－１７ 教育機器
（株）ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区南方３－７－１７ 検査・分析・調査
（株）ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区南方３－７－１７ その他
（有）鳳鳴 佐賀県三養基郡みやき町簑原３６７６－１ その他
（有）鳳鳴 佐賀県三養基郡みやき町簑原３６７６－１ 資源回収
（株）ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル 印刷
（株）ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル 検査・分析・調査
（株）ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル イベント･企画
ホームスタッフ 福岡県宗像市青葉台１－１－１ 情報処理
（株）ホームセキュリティ熊本 熊本県熊本市中央区本山２ー７－１ 電気・通信機器
（株）ホームセキュリティ熊本 熊本県熊本市中央区本山２ー７－１ 警備・受付・案内
（有）北筑斎業社 福岡県福岡市東区雁の巣１－４６－２４ 資源回収
ホシザキ北九（株） 福岡県福岡市東区下原１－２８－１５ 厨房機器
（株）ホンダカーズ博多 福岡県田川郡川崎町川崎３９１－１ リース・レンタル
（株）ホンダカーズ博多 福岡県田川郡川崎町川崎３９１－１ 車両整備
（株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１ 繊維製品
（株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１ 看板・展示品
（株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１ その他の物品
（株）埋蔵文化財サポートシステム 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
（株）マイナビワークス 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１ＪＲＪＰ博多ビル７Ｆ 人材派遣
（株）毎日メディアサービス 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１３－１ その他
（株）マインドシェア 東京都港区三田３－２－８　Ｎｅｔ２三田ビル 検査・分析・調査
（株）マインドシェア 東京都港区三田３－２－８　Ｎｅｔ２三田ビル イベント･企画
（株）マインドシェア 東京都港区三田３－２－８　Ｎｅｔ２三田ビル 研修・講習
前田興業（株） 福岡県北九州市八幡西区則松２２０－１ 清掃
前田興業（株） 福岡県北九州市八幡西区則松２２０－１ 保守管理
前田興業（株） 福岡県北九州市八幡西区則松２２０－１ 廃棄物処理
（有）前田造船所 山口県下関市彦島竹ノ子島町３－１７ 車両類
前畑造船（株） 長崎県佐世保市干尽町６－３ 車両類
（有）誠音堂楽器店 福岡県宗像市自由ケ丘２－６－７ 電気・通信機器
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（有）誠音堂楽器店 福岡県宗像市自由ケ丘２－６－７ 音楽用品
（有）誠音堂楽器店 福岡県宗像市自由ケ丘２－６－７ その他
正晃（株） 福岡県福岡市東区松島３－３４－３３ 事務機器
正晃（株） 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） 福岡県福岡市東区松島３－３４－３３ 薬品
柾木工業（株） 大阪府大阪市此花区梅町２－２－２５ 保守管理
松円蒲鉾店 福岡県宗像市東郷１－４－１５ 食料品
（株）松村電機製作所 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ 電気・通信機器
（株）松村電機製作所 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ その他の物品
（株）松村電機製作所 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ 保守管理
（有）松本造園 福岡県宗像市東郷１６８ 清掃
（株）丸清 福岡県北九州市若松区南二島４ー２－１８ 資源回収
（株）丸善グループ 岐阜県岐阜市則松２－１２－１ 看板・展示品
（株）丸善グループ 岐阜県岐阜市則松２－１２－１ イベント･企画
（株）丸善グループ 岐阜県岐阜市則松２－１２－１ リース・レンタル
（有）丸孝産業 福岡県宗像市神湊１２４１－３８ 廃棄物処理
（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
丸菱航業（株） 福岡県北九州市小倉北区昭和町１３－７ 地図・航空写真
丸菱航業（株） 福岡県北九州市小倉北区昭和町１３－７ イベント･企画
丸菱航業（株） 福岡県北九州市小倉北区昭和町１３－７ その他
丸茂電機（株） 福岡県福岡市中央区大名１－１４－４５ その他の物品
丸屋書店 福岡県宗像市日の里１－２５－２ 書籍
（有）丸山防災センター 福岡県直方市下新入２４１４ 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 保守管理
三浦建機サービス 福岡県古賀市米多比１１０５－１２ 車両整備
（株）三恵 福岡県福岡市博多区板付５－８－１６ 保守管理
（株）ミカサ 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１６－１４ 清掃
（株）ミカサ 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１６－１４ 保守管理
美香空館 福岡県宗像市山田１５６３－１ 清掃
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
水ｉｎｇ（株） 福岡県福岡市中央区天神３－９－２５ 産業用機械
水ｉｎｇ（株） 福岡県福岡市中央区天神３－９－２５ その他の物品
（株）水上洋行 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－１－２２ 事務機器
（株）水上洋行 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－１－２２ 理化学医薬・保健機器
ミズノスポーツサービス（株） 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ その他
水三島紙工（株） 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ 印刷
水三島紙工（株） 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ 情報処理
水三島紙工（株） 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ 事務処理
（株）ミタカ 福岡県宗像市城西ケ丘５－２－２ 電気・通信機器
（株）ミタカ 福岡県宗像市城西ケ丘５－２－２ 工事用材料
（株）ミタカ 福岡県宗像市城西ケ丘５－２－２ 保守管理
（有）三田測量 福岡県宗像市東郷５－５－８ 情報処理
（有）三田測量 福岡県宗像市東郷５－５－８ 検査・分析・調査
三井共同建設コンサルタント（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１４－１ 情報処理
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 東京都港区芝浦１－２－３ リース・レンタル
ミツウロコグリーンエネルギー（株） 東京都中央区日本橋２－１１－２ 燃料類
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（株）三生 佐賀県鳥栖市轟木町９４２ その他の物品
三孝産業（有） 福岡県宗像市須恵３ー２６－１ 廃棄物処理
光伸（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４ー２－１０　南近代ビル 産業用機械
光伸（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４ー２－１０　南近代ビル 保守管理
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 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） 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５ 研修・講習
三菱電機インフォメーションシステムズ（株） 東京都港区芝浦４－１３－２３　ＭＳ芝浦ビル 事務機器
三菱電機インフォメーションシステムズ（株） 東京都港区芝浦４－１３－２３　ＭＳ芝浦ビル 情報処理
三菱電機インフォメーションシステムズ（株） 東京都港区芝浦４－１３－２３　ＭＳ芝浦ビル リース・レンタル
三菱電機クレジット（株） 福岡県福岡市中央区天神２－１２－１ リース・レンタル
三菱電機ビルテクノサービス（株） 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 保守管理
三菱電機プラントエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－１ 電気・通信機器
三菱電機プラントエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－１ 保守管理
三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 事務機器
三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 情報処理
三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ リース・レンタル
三友スポーツ 福岡県古賀市今在家３９６ 運動用品
（株）三豊 愛知県豊橋市西山町字西山３２８ 資源回収
みなとタクシー（株） 福岡県宗像市赤間駅前２－３－１４ 運搬業務
（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
（有）みやくぼ義肢製作所 福岡県北九州市若松区北浜２－３－１ 理化学医薬・保健機器
（株）未来工房亞主 福岡県福岡市博多区美野島１－５－１ 事務機器
（株）未来工房亞主 福岡県福岡市博多区美野島１－５－１ 情報処理
みんなでんき 福岡県宗像市自由ケ丘３－１２－６ 理化学医薬・保健機器
みんなでんき 福岡県宗像市自由ケ丘３－１２－６ 電気・通信機器
（株）ムサシ 福岡県福岡市博多区店屋町６－２５ 事務機器
（株）ムサシ 福岡県福岡市博多区店屋町６－２５ 特殊物品
（株）ムサシ 福岡県福岡市博多区店屋町６－２５ 情報処理
（有）ムツヤ 福岡県宗像市野坂２７３９－５－３ 事務機器
（有）ムツヤ 福岡県宗像市野坂２７３９－５－３ 教育機器
（有）ムツヤ 福岡県宗像市野坂２７３９－５－３ 書籍
（株）ムトウ 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 福岡県福岡市博多区千代４－２９－２７ 薬品
（一社）宗像医師会 福岡県宗像市田熊５－５－５ 医療福祉
宗像印章センター 福岡県宗像市東郷２丁目２－７ 事務機器
（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
宗像環境建設（有） 福岡県宗像市日の里５－１０－１４ 特殊物品
宗像環境建設（有） 福岡県宗像市日の里５－１０－１４ 清掃
宗像環境建設（有） 福岡県宗像市日の里５－１０－１４ 保守管理
（株）宗像環境サービス 福岡県宗像市冨地原１７７９番地１ 清掃
（株）宗像環境サービス 福岡県宗像市冨地原１７７９番地１ 廃棄物処理
宗像管工事（協） 福岡県宗像市東郷１０８３－３ 工事用材料
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宗像管工事（協） 福岡県宗像市東郷１０８３－３ 鉄鋼・非鉄鋼製品
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 燃料類
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
（資）宗像サイクル 福岡県宗像市田熊２－３－３６ 車両類
（資）宗像サイクル 福岡県宗像市田熊２－３－３６ 車両類
（資）宗像サイクル 福岡県宗像市田熊２－３－３６ リース・レンタル
（資）宗像サイクル 福岡県宗像市田熊２－３－３６ 車両整備
宗像作業着センター 福岡県宗像市村山田１０２８－５ 繊維製品
宗像作業着センター 福岡県宗像市村山田１０２８－５ 荒物雑貨
宗像作業着センター 福岡県宗像市村山田１０２８－５ その他の物品
（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
むなかた書店（協） 福岡県宗像市自由ケ丘３－１２－６ 書籍
むなかた書店（協） 福岡県宗像市自由ケ丘３－１２－６ 音楽用品
宗像整備協業組合 福岡県宗像市村山田１３６６－２ 車両整備
（株）宗像造園土木 福岡県宗像市城西ケ丘１－９－１０ 清掃
（有）宗像日通プロパン 福岡県宗像市池田１８９３ 燃料類
（有）宗像日通プロパン 福岡県宗像市池田１８９３ 厨房機器
（株）ムナカタミュージックマン 福岡県宗像市三倉１７－１ 印刷
（株）ムナカタミュージックマン 福岡県宗像市三倉１７－１ イベント･企画
（株）ムナカタミュージックマン 福岡県宗像市三倉１７－１ リース・レンタル
（一社）宗像薬剤師会 福岡県宗像市田熊５－５－１ 薬品
（一社）宗像薬剤師会　会営　宗像センター薬局 福岡県宗像市田熊５－５－１ 薬品
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
（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原２－２－３３ 検査・分析・調査
（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原２－２－３３ イベント･企画
（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原２－２－３３ その他
（株）メガテックジャパン 福岡県大野城市川久保１－９－２０ 保守管理
メタウォーター（株） 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） 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） 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） 大阪府大阪市北区小松原町２－４　大阪富国生命ビル 薬品
メタウォーターサービス（株） 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） 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
（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）メディスカイ　ジャパン 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－２５新幹線ビル２ 印刷
（株）メディスカイ　ジャパン 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－２５新幹線ビル２ 書籍
（株）メディスカイ　ジャパン 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－２５新幹線ビル２ イベント･企画
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（株）メディブレーン 大阪府大阪市中央区徳井町２－４－１４ 情報処理
（株）メディブレーン 大阪府大阪市中央区徳井町２－４－１４ その他
（株）元創 東京都杉並区高円寺南３－２４－３１ その他の物品
（株）元創 東京都杉並区高円寺南３－２４－３１ 保守管理
（株）元創 東京都杉並区高円寺南３－２４－３１ 資源回収
元満章 福岡県古賀市新久保１－１７－２７ 資源回収
（株）森荘 福岡県福岡市博多区吉塚８ー１－６７ 繊維製品
（株）モリタ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－３－２０ 車両類
（株）モリタ 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 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３―３―２０ 車両整備
（株）守谷商会 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 福岡県福岡市博多区祇園町２－１ 産業用機械
（株）森緑地設計事務所 福岡県福岡市博多区千代４－２９－４６ 検査・分析・調査
（税）諸井会計 福岡県福岡市博多区中洲５－６－２０　明治安田生命福岡ビル４階 その他
（株）モロフジ 福岡県筑紫野市武藏３－２－１８ その他の物品
（株）門電 福岡県福岡市博多区堅粕５－２－８－１Ｆ 印刷
（株）門電 福岡県福岡市博多区堅粕５－２－８－１Ｆ 看板・展示品
（株）門電 福岡県福岡市博多区堅粕５－２－８－１Ｆ イベント･企画
矢切薬品（株） 岡山県岡山市南区妹尾３２７３－３ 薬品
（株）八洲セメント工業所 福岡県久留米市荒木町藤田１３５４ 看板・展示品
（株）八洲セメント工業所 福岡県久留米市荒木町藤田１３５４ 道路標識
（株）安川電機 福岡県福岡市中央区天神１－６－８ 保守管理
安武科学器械（株） 福岡県北九州市小倉北区井堀３－８－１８ 理化学医薬・保健機器
安武科学器械（株） 福岡県北九州市小倉北区井堀３－８－１８ 保守管理
安田建物管理（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－５－３ 清掃
安田建物管理（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－５－３ 警備・受付・案内
安田建物管理（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－５－３ 医療福祉
（有）安原商会 福岡県古賀市谷山字後田７５８－１ 廃棄物処理
（有）安原商会 福岡県古賀市谷山字後田７５８－１ 資源回収
八千代エンジニヤリング（株） 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ 検査・分析・調査
（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 車両類
（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 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３－３－６ 薬品
（株）ヤマウチ 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 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３－３－６ 水道用品
山内造船（株） 長崎県平戸市田助町　１１０ その他
（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 イベント･企画
山口資源（株） 山口県防府市植松１８８６ 資源回収
（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） 福岡県福岡市博多区半道橋２－４－２４ 理化学医薬・保健機器
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山下医科器械（株） 福岡県福岡市博多区半道橋２－４－２４ 薬品
山下医科器械（株） 福岡県福岡市博多区半道橋２－４－２４ その他
（株）山田商会 福岡県北九州市小倉北区萩崎町１２－２３ 電気・通信機器
（株）山田商会 福岡県北九州市小倉北区萩崎町１２－２３ 保守管理
大和海工（株） 福岡県北九州市戸畑区境川２－８－７ 運搬業務
大和海工（株） 福岡県北九州市戸畑区境川２－８－７ 人材派遣
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン（株） 福岡県福岡市東区松島３－１４－９ 運搬業務
大和産業（株） 佐賀県佐賀市高木瀬西１－５－１９ イベント･企画
大和産業（株） 佐賀県佐賀市高木瀬西１－５－１９ リース・レンタル
（株）大和速記情報センター 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
ヤマトプロテック（株） 福岡県福岡市博多区那珂５‐７‐１２ 警察・消防用品
ヤマトプロテック（株） 福岡県福岡市博多区那珂５‐７‐１２ 保守管理
大和リース（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通４－１－３６ リース・レンタル
（有）ヤマフク 福岡県北九州市八幡西区上の原４‐２０‐２ 薬品
（有）ヤマフク 福岡県北九州市八幡西区上の原４‐２０‐２ 運動用品
（有）ヤマフク 福岡県北九州市八幡西区上の原４‐２０‐２ 保守管理
（株）山文 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ 食料品
（株）山文 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ 警察・消防用品
（株）山文 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ その他の物品
（株）ヤマモト 福岡県福岡市城南区梅林１－１１－１６　スタイルビュー城南２０２号 特殊物品
（株）ヤマモト 福岡県福岡市城南区梅林１－１１－１６　スタイルビュー城南２０２号 廃棄物処理
山本建材店 福岡県宗像市河東１３５３－１ 工事用材料
山本建材店 福岡県宗像市河東１３５３－１ コンクリート製品
山本建材店 福岡県宗像市河東１３５３－１ その他の物品
（株）山本文房堂 福岡県福岡市中央区大名２－４－３２ 教育機器
ヤンマーエネルギーシステム（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－５　紙与博多ビル 産業用機械
ヤンマーエネルギーシステム（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－５　紙与博多ビル その他の物品
ヤンマーエネルギーシステム（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－５　紙与博多ビル 保守管理
湯浅ピアノ調律センター 福岡県宗像市自由ヶ丘４ー２－２３ 教育機器
湯浅ピアノ調律センター 福岡県宗像市自由ヶ丘４ー２－２３ その他
遊景産業（株） 福岡県福岡市南区警弥郷１丁目１５－１０ 教育機器
遊景産業（株） 福岡県福岡市南区警弥郷１丁目１５－１０ 運動用品
遊景産業（株） 福岡県福岡市南区警弥郷１丁目１５－１０ 保守管理
有価物回収協業組合石坂グループ 熊本県熊本市東区戸島町２８７４ 資源回収
（株）郵宣協会 福岡県北九州市小倉北区堺町２丁目１－１ イベント･企画
（医）豊資会 福岡県古賀市花見南１－２－１５ 医療福祉
（株）ユニ 福岡県福岡市東区高美台２－１５－５ 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 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）ユニティクス 福岡県福岡市中央区春吉３－２１－１８－１００２ 情報処理
（株）よかネット 福岡県福岡市博多区中洲中島町３－８ 検査・分析・調査
（株）横手技研 福岡県福岡市南区玉川町６ー５ 保守管理
横浜金属商事（株） 福岡県太宰府市北谷７１３ー１ その他
吉井商事（株） 福岡県宗像市深田６０－１ 燃料類
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（株）ヨシカネ 福岡県北九州市小倉北区大門１ー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ー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ー４－１ 記念品・時計
ヨシタケＴＳ（株） 福岡県福岡市南区的場２－２２－２０ 薬品
ヨシタケＴＳ（株） 福岡県福岡市南区的場２－２２－２０ その他の物品
ヨシタケＴＳ（株） 福岡県福岡市南区的場２－２２－２０ 検査・分析・調査
（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
（株）吉田生物研究所 京都府京都市山科区厨子奥苗代元町３１ 検査・分析・調査
（株）吉田生物研究所 京都府京都市山科区厨子奥苗代元町３１ イベント･企画
（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
吉田電気管理事務所 福岡県宗像市日の里５－３－８７－３９－３０４ 保守管理
（株）吉谷機械製作所 鳥取県鳥取市古海３５６－１ 車両類
吉野ゴム工業（株） 大阪府大阪市福島区吉野４－２６－１４ 産業用機械
（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
よしみ工産（株） 福岡県北九州市戸畑区天神１－１３－５ 印刷
ヨシミ電器 福岡県宗像市自由ケ丘１１－１３－８ 電気・通信機器
（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）四航コンサルタント 熊本県熊本市中央区坪井１－９－２２－４０１ 地図・航空写真
（株）四航コンサルタント 熊本県熊本市中央区坪井１－９－２２－４０１ 情報処理
（株）四航コンサルタント 熊本県熊本市中央区坪井１－９－２２－４０１ 検査・分析・調査
（株）ライズファクトリー 東京都江東区住吉２－２５－２ 印刷
（株）ライズファクトリー 東京都江東区住吉２－２５－２ 書籍
（株）ライズファクトリー 東京都江東区住吉２－２５－２ イベント･企画
（有）ライフサービス 福岡県福岡市東区和白丘１－２１－１－３０７ 理化学医薬・保健機器
（有）ライフサービス 福岡県福岡市東区和白丘１－２１－１－３０７ 薬品
（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
（有）ライフ燃料 福岡県宗像市大字村山田１００３－１ 燃料類
（株）ライフライン 福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１－１５－Ａ４０２ 情報処理
ラサ商事（株） 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１１－５ 産業用機械
（株）ラックグリーン 福岡県宗像市江口１２４８ 農林業用用品
（株）ラックグリーン 福岡県宗像市江口１２４８ 清掃
（株）ラックグリーン 福岡県宗像市江口１２４８ 消毒・害虫駆除
ラブエフエム国際放送（株） 福岡県福岡市中央区今泉１－１２－２３ イベント･企画
ランアップ（株） 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延字野田１２９８ー５ 工事用材料
ランアップ（株） 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延字野田１２９８ー５ その他の物品
ランドブレイン（株） 福岡県福岡市中央区天神４－８－２５ 検査・分析・調査
ランドブレイン（株） 福岡県福岡市中央区天神４－８－２５ イベント･企画
（株）リードコム 福岡県福岡市博多区祇園町１－２８シグマ博多ビル４Ｆ 情報処理
（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
（株）リクルートライフスタイル 東京都千代田区丸の内１－９－２ 検査・分析・調査
（株）リクルートライフスタイル 東京都千代田区丸の内１－９－２ イベント･企画
（株）リクルートライフスタイル 東京都千代田区丸の内１－９－２ その他
リコージャパン（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 事務機器
リコージャパン（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 保守管理
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リコージャパン（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ リース・レンタル
リコーリース（株） 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
理想科学工業（株） 福岡県福岡市中央区大名１－８－１０ 事務機器
理想科学工業（株） 福岡県福岡市中央区大名１－８－１０ 電気・通信機器
理想科学工業（株） 福岡県福岡市中央区大名１－８－１０ リース・レンタル
（株）リックサポート 福岡県古賀市日吉　２－１６－７ その他
（株）両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成２－７－１６ 事務機器
（株）両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成２－７－１６ 情報処理
（株）両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成２－７－１６ リース・レンタル
（株）リョーテック 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目８－１３ 電気・通信機器
（株）リョーテック 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目８－１３ 保守管理
（株）レイメイ藤井 福岡県福岡市博多区古門戸町５－１５ 事務機器
（株）レイメイ藤井 福岡県福岡市博多区古門戸町５－１５ 電気・通信機器
（株）レイメイ藤井 福岡県福岡市博多区古門戸町５－１５ 室内装飾品
レセ・スタッフ（株） 福岡県久留米市田主丸町益生田１１６－８ その他
（株）レンタルのニッケン 福岡県福岡市東区松島５－３－１５ 産業用機械
（株）レンタルのニッケン 福岡県福岡市東区松島５－３－１５ イベント･企画
（株）レンタルのニッケン 福岡県福岡市東区松島５－３－１５ リース・レンタル
ロジスネクストユニキャリア（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－２－１８ 産業用機械
ロジスネクストユニキャリア（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－２－１８ 農林業用機器
ロジスネクストユニキャリア（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－２－１８ 車両整備
ワールドウォーターバッグ（株） 大阪府大阪市東住吉区今川１－６－２３ 警察・消防用品
（株）ワイズマンコンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅東１‐１２‐５ 検査・分析・調査
（株）ワイズマンコンサルティング 福岡県福岡市博多区博多駅東１‐１２‐５ その他
（株）和光薬品 福岡県福岡市中央区六本松１－６－５ 薬品
（株）渡辺 福岡県春日市須玖南５‐１２ 電気・通信機器
（株）ワンビシアーカイブズ 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 事務機器
（株）ワンビシアーカイブズ 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 運搬業務
（株）ワンビシアーカイブズ 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 情報処理


