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商号 所在地 第１希望
アーク工業(有) 福岡県宮若市稲光271-19 機械器具設置工事
（株）アーバンテック 福岡県福岡市博多区板付4-7-28 土木一式工事
(株)アイエスプランニング 福岡県福岡市東区下原4-12-29 電気工事
アイサワ工業(株)　九州支店 福岡県福岡市中央区天神1-2-4 土木一式工事
愛知時計電機(株)　福岡支店 福岡県福岡市南区高宮5-3-12ﾆｼｺｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ高宮5F 電気工事
アイテック(株) 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 機械器具設置工事
(株)アイフク道路 福岡県福岡市早良区賀茂2丁目30番29号 ほ装工事
アイム電機工業(株)九州支店 福岡県遠賀郡水巻町猪熊10-2-16 機械器具設置工事
(株)アイワ　福岡営業所 福岡県福岡市南区柳瀬2-3-2 機械器具設置工事
(株)葵設備工業 福岡県北九州市小倉南区長野1-19-3 管工事
青木あすなろ建設(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前1-19-3 土木一式工事
青野スポーツ施設(株) 大阪府守口市文園町5番19号 土木一式工事
(株)赤間造園 福岡県宗像市冨地原2055-1 造園工事
(有)アクロス 福岡県福津市畦町439-11 土木一式工事
（株）淺川組　九州営業所 福岡県北九州市小倉南区南方1-6-6 土木一式工事
(株)淺沼組 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南1-14-8 土木一式工事
浅野環境ソリューション(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町2-2 機械器具設置工事
旭日保安工業(有) 福岡県福岡市東区社領3-14-27 とび・土工・コンクリート工事
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 消防施設工事
（株）愛宕建設工業 福岡県福岡市西区石丸1-15-14 土木一式工事
(株)足立工作所 福岡県北九州市八幡東区前田2-4-19 機械器具設置工事
阿部建設(株) 福岡県福津市宮司1-6-22 建築一式工事
阿部電工（株） 福岡県古賀市薦野1360-4 電気工事
(株)安部日鋼工業 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 土木一式工事
アユミ電業(株) 福岡県福岡市博多区光丘町2-3-8 電気工事
（株）アルファー電通 福岡県福岡市城南区長尾5-20-15 電気通信工事
安全工業(株) 福岡県北九州市八幡東区尾倉一丁目12番14号 とび・土工・コンクリート工事
安藤工事(株) 福岡県福岡市南区清水2-9-6 防水工事
(株)安藤・間　九州支店 福岡県福岡市中央区大名1-8-10 土木一式工事
イー・スケープ(株) 福岡県福岡市東区名島2丁目6番8号 造園工事
イーエレクス(株) 福岡県福岡市中央区大濠2-10-10 電気工事
飯田建設(株) 福岡県福岡市博多区東比恵3-16-14 土木一式工事
(株)飯田工務店 福岡県福岡市博多区空港前5-5-5 建築一式工事
飯塚電機工業(株)福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-8 電気工事
(株)石垣　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3 機械器具設置工事
石垣メンテナンス（株）九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3 機械器具設置工事
(株)石山組 福岡県北九州市門司区下二十町3-21 土木一式工事
(株)一木土木 福岡県古賀市日吉3-16-5 土木一式工事
(株)井手建設 福岡県福津市中央5-1-11 土木一式工事
伊藤無線（株） 福岡県福岡市中央区港2-4-4 電気通信工事
(株)井上建設 福岡県福津市中央6-2-28 建築一式工事
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(株)猪熊工業所 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石3-4 機械器具設置工事
入江設備 福岡県福津市津屋崎1-36-5 管工事
(株)入来田組 福岡県宮若市上大隈450-25 土木一式工事
岩屋工務店 福岡県福津市中央6-23-2 水道施設工事
(株)インクリース 福岡県福岡市博多区千代4-17-27 土木一式工事
(株)ウイング 福岡市博多区板付4丁目7番28号 土木一式工事
（株）ウヱノ　福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-5 とび・土工・コンクリート工事
(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東1-16-14 水道施設工事
(株)海山組 福岡県福岡市東区塩浜1-10-50 土木一式工事
(有)ウメダ 福岡県福津市津屋崎3丁目16番1-902号 土木一式工事
梅林建設(株)福岡支店 福岡県福岡市中央区大名1-4-1 土木一式工事
占部建設(株)宗像支社 福岡県宗像市光岡4-5 建築一式工事
栄興建設(株) 福岡県福岡市東区原田1-1-21 土木一式工事
(株)栄住産業 福岡県福岡市東区原田3-5-6 防水工事
(株)栄城電機 福岡県北九州市八幡西区田町1-3-21 電気工事
(有)エイチ・ワイ・ディ 福岡県宗像市冨地原1791-1 ほ装工事
(株)エース・ウォーター 福岡県福岡市博多区上呉服町1-8 電気工事
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 電気通信工事
(有)エスエス産業 福岡県福岡市東区和白5-22-40 とび・土工・コンクリート工事
(株)エスケイテクノ 福岡県北九州市小倉南区横代南町5丁目10番15号 防水工事
ＮＥＣネッツエスアイ(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町1-1 電気通信工事
ＮＥＣﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)　九州支社 福岡支店 福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 電気通信工事
(株)エヌエイチケイアイテック　九州支社 福岡市中央区六本松1-1-10 電気通信工事
エヌ・ディ・ケイ(株) 福岡県北九州市八幡西区陣原5-10-32 とび・土工・コンクリート工事
(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 電気通信工事
(株)ＮＴＴドコモ　九州支社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-1 電気通信工事
ＮＴＴビジネスソリューションズ(株)九州支店　福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東3-2-28 電気通信工事
(株)荏原製作所　九州支社 福岡県福岡市博多区美野島一丁目2番8号ＮＴビル 機械器具設置工事
(株)エムアイタック 福岡県福岡市中央区白金1-2-21 塗装工事
エム・ティ・エスひかり(株) 福岡県福岡市博多区美野島3-14-5 電気通信工事
大木建設(株)九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町6-9 建築一式工事
大久保体器（株） 岡山県岡山市鉄409-3 とび・土工・コンクリート工事
（株）大島組 福岡県福岡市南区長住1-1-46 土木一式工事
(株)大島産業 福岡県宗像市冨地原1791-1 土木一式工事
大高建設（株） 福岡県福岡市博多区上牟田1-29-6 建築一式工事
(有)太田電気工業 福岡県福津市花見が浜3-6-1 電気工事
大坪建設(株) 福岡県福津市高平12-4 建築一式工事
(株)大本組　九州支店 福岡県福岡市中央区大名2-4-30 建築一式工事
(有)岡田設備工業 福岡県遠賀郡岡垣町大字吉木1158-5 管工事
(株)オカトク 福岡県福岡市博多区板付4-7-28 土木一式工事
(株)オカベ工事 福岡県飯塚市花瀬102-72 機械器具設置工事
岡本土木(株)　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-28-ユナイト博多ビル901号 土木一式工事
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沖ｳｨﾝﾃｯｸ(株)　九州支店 福岡県福岡市中央区長浜1-1-35 電気工事
沖電気工業(株)　九州支社 福岡県福岡市中央区天神2-13-7 電気通信工事
奥アンツーカ(株)西日本支店 福岡県福岡市博多区板付6-3-24 土木一式工事
(株)奥村組　福岡支店 福岡県福岡市中央区薬院1-13-8 土木一式工事
小田設備(株) 福岡県宗像市田熊5-4-15 管工事
(有)落石設備 福岡県福津市手光1611 管工事
小野産業(株) 福岡県福津市宮司1-10-35 土木一式工事
(株)尾畑建設　糟屋支店 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿18 水道施設工事
ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石(株)　福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4-2-31 土木一式工事
オリエントハウス(株)福岡支店 福岡県福岡市南区弥永2-8-10 建築一式工事
オルガノ(株)　九州支店 福岡県福岡市中央区白金1-4-2 機械器具設置工事
オルガノプラントサービス(株)　九州事業所 福岡県福岡市中央区白金2-11-9　CR福岡ビル6階 機械器具設置工事
(株)ｶﾞｲｱｰﾄＴ・Ｋ　九州支店 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目6番15号 ほ装工事
隔測計装(株) 福岡県福岡市南区寺塚1-28-5 電気工事
(有)梶原工務店 福岡県福津市宮司2-4-1 建築一式工事
粕屋殖産(株) 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2525 建築一式工事
(株)片岡建設 福岡県福津市本木1149 建築一式工事
(株)勝組 福岡県福岡市東区松島2-2-57-103 土木一式工事
門田建設(株)　福岡支店 福岡県福岡市博多区上呉服町2-32 土木一式工事
(株)カブード 福岡県福岡市早良区内野4-14-8 土木一式工事
鎌田バイオ・エンジニアリング(株) 福岡県福岡市博多区博多駅南3-25-1 機械器具設置工事
上内電気（株） 福岡県福岡市中央区舞鶴3-6-23サンハイツ舞鶴ビル内 電気工事
(株)カミナガ 福岡県福岡市博多区東比恵2-7-13 とび・土工・コンクリート工事
(株)川口建設 福岡県北九州市小倉北区堺町1丁目9-6　コンプレート堺町6F 建築一式工事
川越建設(株) 福岡県北九州市八幡西区陣原5-10-32 ほ装工事
(有)河島美保園 福岡県福津市宮司5-19-5 造園工事
川本建設工業(株) 福岡県北九州市八幡西区東筑2-4-8 土木一式工事
(株)環境開発 福岡県福岡市博多区吉塚6-6-36 土木一式工事
(株)環境施設 福岡県福岡市西区小戸3-50-20 土木一式工事
(有)環境整備センター 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋1448 土木一式工事
管清工業(株)九州営業所 福岡県福岡市東那珂2-17-28 土木一式工事
基聖産業（株） 福岡県福岡市南区長住1-1-46 管工事
北設備工業(株) 福岡県福岡市東区多の津4-18-16 水道施設工事
機動建設工業(株)九州支店 福岡市博多区東那珂2-14-28 土木一式工事
(株)木村電気工事店　古賀営業所 福岡県古賀市千鳥2-1-3 電気工事
木村土建(株) 福岡県福岡市博多区大井1-6-3 土木一式工事
九州沖通信機(株) 福岡県福岡市南区井尻4-28-18 電気通信工事
九州海運(株) 福岡県福岡市中央区那の津5-1-9 土木一式工事
(株)九州機設　宗像営業所 福岡県宗像市土穴1-3-28 消防施設工事
九州建設（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-31 建築一式工事
九州興建(株) 福岡県福岡市西区拾六町3-8-10 塗装工事
(株)九州テン 長崎県佐世保市柚木元町2360 電気通信工事
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九州道路器材(株) 福岡県北九州市八幡西区三ｹ森2-6-26 とび・土工・コンクリート工事
九州日植(株) 福岡県福岡市南区大楠3-12-28 とび・土工・コンクリート工事
(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 電気通信工事
(株)九州緑化産業 福岡県福岡市東区下原4-16-36 とび・土工・コンクリート工事
九州林産(株) 福岡県福岡市南区野間3-7-20 造園工事
九昭電設工業(株)　福岡営業所 福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1 電気工事
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 造園工事
協和管工(株) 福岡県宗像市宮田1-8-8 管工事
協和機電工業(株)　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16 機械器具設置工事
(株)共和テック 福岡県久留米市東合川3-1-11 とび・土工・コンクリート工事
旭陽電気(株) 福岡県福岡市博多区東比恵3-15-27 電気通信工事
(株)国本工業 福岡県福岡市東区社領1-9-4 土木一式工事
(有)久保組 福岡県北九州市若松区大谷町1番4号 水道施設工事
久保建(株) 福岡県福岡市中央区大名1-5-4 土木一式工事
栗原工業(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区下呉服町2-29 電気工事
(株)ケイ・イー・エス　直方支店 福岡県直方市中泉885-14 機械器具設置工事
(株)ケイ・エスクラフト工業 福岡県福岡市城南区東油山6-9-7 機械器具設置工事
(株)ＫＳＫ 福岡県宮若市宮田276-146 鋼構造物工事
(株)研進産業 福岡県福岡市博多区吉塚6丁目6番59号 土木一式工事
健和電気(株) 福岡県福岡市博多区榎田2-3-23 電気工事
(株)工材社 福岡県北九州市門司区大里東口3-10 防水工事
光伸(株) 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目9番26号 機械器具設置工事
広成建設（株）九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-17 建築一式工事
(株)弘電社　九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵3-12-16 電気工事
高奉産業(有) 福岡県福岡市東区土井2-26-12 とび・土工・コンクリート工事
(株)古賀建設 福岡県福津市花見が丘3-1-1 土木一式工事
古賀建設(株) 福岡県大野城市筒井3-6-22 土木一式工事
古賀土木工業(株) 福岡県福津市西福間2-16-21 土木一式工事
(株)小財エクステリア販売 福岡県福岡市中央区薬院3丁目33号 とび・土工・コンクリート工事
コスモ建設(株) 福岡県福岡市東区原田1-1-21 建築一式工事
ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区下川端町1-1明治通りﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ本館7F とび・土工・コンクリート工事
(有)寿造園 福岡県福津市手光1288 造園工事
小西建設工業(株) 福岡県北九州市八幡西区折尾3-4-15 ほ装工事
(株)小樋建設 福岡県福津市畦町440-1 建築一式工事
古森塗装(株) 福岡県福岡市東区名子192番地1 塗装工事
小山設備 福岡県福津市本木1321-16 水道施設工事
(株)近藤海事 福岡県北九州市若松区北湊町3-24 土木一式工事
西光建設(株) 福岡県福岡市東区馬出6-2-18 土木一式工事
(株)才田組 福岡県福岡市博多区光丘町1-2-30 土木一式工事
西戸崎興産(株) 福岡県福岡市東区大岳2-1-1 水道施設工事
(株)サカヒラ　福岡支店 福岡県福岡市南区玉川町1-25幸田ビル501号 土木一式工事
(株)桜井建設 福岡県福津市中央2-19-3-201 建築一式工事
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（株）さくら工業 福岡県福岡市南区桧原4-35-20 土木一式工事
(有)さくら造園 福岡県宗像市江口598-2 造園工事
(株)サンエスト設備 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-10-7 管工事
(株)サンエム精工 福岡県直方市中泉885-37 機械器具設置工事
三軌建設(株) 福岡県福岡市博多区東光寺町1-13-5 土木一式工事
三球電機(株)　福岡支店 福岡県福岡市博多区麦野6-27-25 電気工事
(株)三恵 福岡県福岡市博多区板付5-8-16 管工事
三建設備工業（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町1-35 管工事
産興電機工業(株) 福岡県福岡市博多区金の隈2-3-50 機械器具設置工事
三勝電機(株) 福岡県北九州市戸畑区千防三丁目20番16号 電気工事
(株)山水製作所 福岡県福岡市東区松島1-13-8 とび・土工・コンクリート工事
(株)サン電工社 福岡県福岡市中央区鳥飼2-6-51 電気工事
山王道路機材(株) 福岡県福岡市東区原田1-45-34 とび・土工・コンクリート工事
(株)三和興業 福岡県福岡市東区千早2-2-43 とび・土工・コンクリート工事
三和シャッター工業（株）九州事業部 福岡県大野城市御笠川4-13-1 建具工事
(有)ＣＥテック 福岡県福津市若木台2-22-4 土木一式工事
(株)ＧＳユアサ　九州支社 福岡県福岡市中央区天神2-12-1 電気工事
JFＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27 水道施設工事
(株)ジオシステム 福岡県福岡市博多区竹下5-19-22 さく井工事
(株)塩月工業 福岡県春日市大土居2-133 土木一式工事
(株)ＳＹＳＫＥＮ　福岡支店 福岡県福岡市早良区次郎丸6-11-46 電気通信工事
(株)篠崎建設 福岡県福津市内殿1021-9 建築一式工事
(有)柴田工業 福岡県福津市津屋崎5-46-15 土木一式工事
(有)嶋村設備 福岡県福津市津屋崎3-5-17 管工事
匠永工務店 福岡県宗像市日の里8-19-2 建築一式工事
松鶴建設(株) 福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1 土木一式工事
昭電テックス(株) 福岡県北九州市小倉北区青葉2-12-2 電気工事
(株)城東コーポレーション 福岡県福岡市東区八田1-7-32-103 管工事
情報機器ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 福岡県福岡市博多区中呉服町5-14 電気通信工事
昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 土木一式工事
(有)白木造園土木 福岡県宗像市冨地原1629番地1 造園工事
(株)新出光ファシリティーズ 佐賀県鳥栖市今泉町2454番地1 電気工事
新技術工営（株） 福岡県福岡市博多区板付4-7-28 とび・土工・コンクリート工事
(株)神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1新幹線博多ビル 機械器具設置工事
進興設備工業(株) 福岡県福岡市南区玉川町4-2 管工事
新地研工業(株) 福岡県福岡市東区原田1-42-41 さく井工事
新日本グラウト工業(株) 福岡県福岡市南区清水1-15-18 とび・土工・コンクリート工事
水道機工(株)福岡支店 福岡県福岡市中央区天神3-10-20 水道施設工事
水ｉｎｇ(株)九州支店 福岡県福岡市中央区天神3-9-25（4階） 機械器具設置工事
末松九機(株) 福岡県福岡市博多区美野島2-1-29 機械器具設置工事
(株)菅原 福岡営業所 福岡県福岡市東区箱崎4-15-37 機械器具設置工事
(株)鈴木工業所 福岡県福岡市博多区吉塚1-27-17 機械器具設置工事
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(有)砂留組 福岡県福津市小竹1-2-30 土木一式工事
(株)スポーツテックノア 大分県日田市大字十二町596-2 機械器具設置工事
住重環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)　福岡営業所 福岡県福岡市博多区中洲5-6-20 機械器具設置工事
住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ(株)　福岡支店 福岡県福岡市博多区中洲5-6-20 水道施設工事
住友電設(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区下川端町1-1 明治通りﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ7階 電気工事
(株)正興電機製作所 福岡県福岡市博多区東光2-7-25 電気工事
(株)セイコー 福岡県久留米市上津1-24-13 さく井工事
西部安全施設工業(株) 福岡県福岡市東区多の津4-2-46 とび・土工・コンクリート工事
西部建設(株) 福岡県福岡市中央区地行1-15-29 土木一式工事
西武建設(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28 土木一式工事
西部水道工事(株) 福岡県福岡市早良区東入部1丁目2番204 管工事
（株）清流メンテナンス 大阪府吹田市垂水町3-5-9 機械器具設置工事
ゼオライト(株) 福岡県福岡市博多区那珂5-1-11 機械器具設置工事
(株)関屋電設 福岡県大野城市川久保3-1-10 電気工事
セコム(株) 東京都渋谷区神宮前1-5-1 消防施設工事
（株）壮栄 福岡県福岡市博多区千代5-1-28 ほ装工事
(有)創研 福岡県宗像市徳重2-2-17 防水工事
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 電気通信工事
（株）創電システム営業部 福岡県福岡市南区長丘三丁目23番20号 電気通信工事
第一制電機(株) 福岡県福岡市博多区金の隈3-9-10 電気工事
第一電建(株) 福岡県福岡市博多区井相田2-8-15 電気工事
大管工業(株) 福岡県福岡市中央区平尾3-1-3 機械器具設置工事
(株)ダイキアクシス福岡支店 福岡県福岡市博多区那珂4-14-28 機械器具設置工事
大勝建設(株) 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 とび・土工・コンクリート工事
大末建設(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 建築一式工事
大日本土木(株)九州支店 福岡県福岡市中央区大手門2-1-34 建築一式工事
(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丁目13番53号 管工事
(株)大奉金属 福岡県糟屋郡須惠町上須惠1339-1 建築一式工事
太陽工業(株)　宗像営業所 福岡県宗像市日の里1-15-9 とび・土工・コンクリート工事
大洋電気(株) 福岡県福岡市博多区三筑1-6-10 電気工事
(株)大和総合建設 福岡県北九州市八幡西区則松7-3-18 土木一式工事
大和リース(株)福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通4-1-36 建築一式工事
タカオ(株) 広島県福山市御幸町中津原1787-1 機械器具設置工事
(株)高砂電業社 福岡県福岡市早良区南庄3-16-1 電気工事
髙宮鐵工(株) 福岡県直方市知古1-6-14 鋼構造物工事
瀧口観花苑(株) 福岡県宗像市冨地原1527-2 造園工事
匠建設(株) 福岡県福岡市博多区西春町2-1-2 建築一式工事
(株)竹中工務店　九州支店 福岡県福岡市中央区天神4-2-20 建築一式工事
(株)竹中道路 九州支店 福岡県福岡市中央区天神4-2-20 ほ装工事
(株)竹中土木　九州支店 福岡県福岡市中央区天神4-2-20 土木一式工事
(有)田中設備工業 福岡県宗像市田久5-1-7 管工事
(株)田畑建設 福岡県福津市西福間3-15-10 建築一式工事
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(株)地建開発 福岡県福津市西福間2-10-1 土木一式工事
千早建設(株) 福岡県福岡市東区土井1-5-8 建築一式工事
(株)中電工　九州支社 福岡県福岡市中央区薬院3-6-20 電気工事
(株)千代田工業所 福岡県福岡市南区塩原4-28-25 管工事
千代田興産(株) 福岡県福岡市中央区白金2-5-16 電気工事
(株)津田建設 福岡県福岡市早良区西新3-10-17 建築一式工事
(株)鶴見製作所九州支店 福岡県福岡市博多区榎田2-9-30 機械器具設置工事
（株）庭建　福岡営業所 福岡県大野城市乙金東4-13-10 造園工事
(有)ティ・ユー・ディ 福岡県宗像市東郷3-3-6 ほ装工事
(株)テクネ 福岡県福岡市博多区麦野1-13-6 機械器具設置工事
(株)テクノ大地 福岡県久留米市大善寺町夜明1023 さく井工事
(株)テクノユース 福岡県福岡市城南区鳥飼5-7-1 土木一式工事
(株)テクノ菱和　九州支店 福岡県福岡市中央区舞鶴2-1-10 管工事
電気興業（株）九州支店 福岡県福岡市早良区百道浜1-7-5 電気通信工事
電協産業(株) 福岡県北九州市戸畑区中原東4-2-1 機械器具設置工事
(株)電業社機械製作所　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35 機械器具設置工事
(株)電友社 福岡県福岡市中央区白金1-17-21 電気工事
洞海電池電業(株) 福岡県北九州市小倉北区真鶴2-4-13 電気工事
東海リ－ス(株)　福岡支店 福岡県福岡市博多区綱場町1-1 建築一式工事
（有）東興工業 福岡県宗像市大井601-12 土木一式工事
東芝ＥＩｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑ(株)　九州営業所 福岡県北九州市小倉北区下到津1-10-1 電気工事
東芝エレベータ(株)九州支社 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 機械器具設置工事
東テク(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区榎田2-1-18 管工事
(株)東部産業 福岡県福岡市東区原田1-1-21 建築一式工事
東洋建工(株) 福岡県福岡市南区野多目2-3-21 防水工事
(有)同和化工 福岡県福岡市早良区次郎丸5-18-13 防水工事
（株）トーケミ　西部支店 福岡県福岡市博多区東光2-17-17 水道施設工事
(株)トーヨー化成 福岡県福岡市博多区吉塚4-11-34 建築一式工事
(株)トーヨーテック 福岡県福岡市博多区吉塚4-11-34 建築一式工事
(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 機械器具設置工事
トキワ工業(株) 福岡県福岡市城南区長尾5-7-25 水道施設工事
(株)トキワ設備 福岡県福岡市早良区東入部1-2-47-201 管工事
戸田建設(株)九州支店 福岡県福岡市中央区白金2-13-12 土木一式工事
巴工業(株)　福岡営業所 福岡県福岡市中央区天神3-9-33 KG天神ビル5階 機械器具設置工事
豊坂水道工事店 福岡県福津市上西郷571-2 管工事
ドリコ(株)　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号 機械器具設置工事
(株)酉島製作所 九州支店 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 機械器具設置工事
(株)トレス 福岡県行橋市大字辻垣133-1 土木一式工事
(株)内藤工務店 福岡県福岡市中央区港2-5-8 建築一式工事
(有)中島設備商会 福岡県福岡市東区多の津4-12-35 管工事
(株)中野建設 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6(7F) 土木一式工事
(有)仲村鉄工所 福岡県福津市中央1-11-1 水道施設工事
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(株)ナガワ　福岡営業所 福岡県福岡市中央区天神4-1-32 建築一式工事
南郷電気(株) 福岡県宗像市原町2097-4 電気工事
(株)西住設備 福岡県福津市宮司6-8-3 管工事
ニシダテクノサービス(株) 熊本県宇土市松山町4530 鋼構造物工事
西田鉄工(株)　福岡営業所 福岡県福岡市博多区比恵町1-1楠本第7ビル 鋼構造物工事
西鉄電設工業(株) 福岡県福岡市南区大橋2-10-3 電気工事
(株)ニシトク 福岡県福岡市博多区金の隈1-28-60 防水工事
(株)ニシトミ興産 福岡県福岡市西区上山門2丁目14番7号 水道施設工事
西日本オートメーション(株) 福岡県福岡市博多区堅粕4-23-12 電気工事
(株)西日本空調システム 福岡県福岡市博多区東月隈4丁目7番4号 管工事
西日本クリスタル(株) 福岡県福岡市早良区有田3-8-25 機械器具設置工事
(株)西日本洗管サービス 福岡県福岡市東区松島3-9-12 土木一式工事
西日本テクノサポート(株) 福岡県福岡市東区土井3-11-1 とび・土工・コンクリート工事
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 電気通信工事
(株)西原環境　九州支店 福岡県福岡市博多区井相田2-2-3 機械器具設置工事
西松建設(株)九州支社 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 建築一式工事
日米電子(株) 福岡県福岡市中央区大宮1丁目3番10号 電気通信工事
日化ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)　西日本支店 大阪府大阪市中央区平野町1-8-7 管工事
日建工材(株) 福岡県福岡市城南区片江4-8-8 防水工事
(株)日進開発工業 福岡県久留米市北野町稲数726-2 さく井工事
(株)日新建設 福岡県宗像市田熊4-13-6 建築一式工事
日新産業(株) 福岡県福岡市博多区月隈2-4-2 鋼構造物工事
日成ビルド工業(株)福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前3-5-7 建築一式工事
日特建設(株)九州支店 福岡県福岡市博多区下川端町1番3号 とび・土工・コンクリート工事
日邦無線電機(株) 福岡県北九州市戸畑区銀座2-6-18 電気通信工事
日本コムシス(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区千代2-15-12 電気通信工事
日本事務器（株）九州支社 福岡県福岡市博多区住吉1-2-25 電気通信工事
日本電気(株)　九州支社 福岡県福岡市博多区御供所町1-1 電気通信工事
日本電設工業(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区比恵町13-7 電気工事
日本道路(株)　宗像出張所 福岡県宗像市武丸2130-6 ほ装工事
（株）日本ピーエス　福岡支店 福岡県福岡市博多区綱場町2-2 土木一式工事
(株)日本ｴｺｼｽﾃﾑ　福岡営業部 福岡県福岡市中央区伊崎3-20 電気工事
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造(株)　福岡営業所 福岡県福岡市博多区東光2丁目3番18号 機械器具設置工事
（株）日本管財環境サービス 兵庫県西宮市池田町9-7 機械器具設置工事
日本基礎技術(株)　九州支店 福岡県福岡市南区長丘5-28-6 とび・土工・コンクリート工事
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 水道施設工事
日本国土開発(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 土木一式工事
日本地研(株) 福岡県福岡市博多区諸岡5-25-25 とび・土工・コンクリート工事
日本通信工業(株) 福岡県福岡市博多区築港本町6-5 電気通信工事
(株)日本電子 福岡県福岡市南区折立町5-59 電気通信工事
日本無線(株)九州支社 福岡県福岡市博多区店屋町1-31 電気通信工事
(株)ニューテック康和 九州支店 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 土木一式工事



平成28・29年度登録業者名簿【工事】（福津市登録） 9/12

商号 所在地 第１希望
直方工業（株） 福岡県直方市溝堀 2-7-13 鋼構造物工事
ノダック(株)　九州事業所 熊本県熊本市東区東野4-1-3 水道施設工事
(株)ノバック 福岡県宗像市王丸724-4 ほ装工事
(株)ノバック　九州支店 福岡県福岡市中央区白金2-8-12 土木一式工事
(株)乗富鉄工所 福岡県柳川市三橋町柳河934-4 鋼構造物工事
博多港管理（株） 福岡県福岡市中央区港2-3-25 土木一式工事
(株)博栄建設工業 福岡県古賀市筵内65-1 土木一式工事
橋本舗道(株) 福岡県福岡市東区名島2-25-20 ほ装工事
長谷川水道設備 福岡県福津市津屋崎1-27-41 水道施設工事
(株)ハダ工芸社 福岡県福岡市城南区田島5-2-17 とび・土工・コンクリート工事
(株)ハッセイ 福岡県北九州市八幡西区市瀬1-2-1 電気工事
パナソニックESエンジニアリング(株)九州支店 福岡県福岡市中央区薬院3-1-24 電気工事
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ(株)ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ九州社 福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 電気通信工事
(株)ハナダ建設 福岡県福津市渡1390 土木一式工事
(株)花田重機建設 福岡県福津市渡350-4 土木一式工事
花田設備 福岡県福津市勝浦4847 管工事
(株)羽野組 福岡県福岡市中央区天神3-11-22 土木一式工事
(有)馬場産業 福岡県福岡市西区姪の浜6-12-4 とび・土工・コンクリート工事
(有)浜田電業 福岡県春日市一の谷4丁目10番地 電気工事
(株)ハマダ緑研 福岡県福岡市博多区空港前4-18-9 とび・土工・コンクリート工事
(株)林田産業 福岡県福津市中央5-12-1 土木一式工事
パワーハウス(株) 福岡県福岡市東区八田2-21-28 建築一式工事
半田電設工業（株） 福岡県北九州市小倉北区砂津1-5-12 電気工事
(株)ピーエス三菱　九州支店 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 土木一式工事
(株)東管工 福岡県福岡市東区若宮2-36-1 水道施設工事
久一建設(株) 福岡県北九州市小倉南区徳力二丁目6番12号 水道施設工事
(株)日立国際電気 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 電気通信工事
(株)日立国際八木ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ　九州支店 福岡県福岡市博多区東光2-6-1 電気通信工事
(株)日立製作所　九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜2-1-1 機械器具設置工事
日立造船(株)九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 清掃施設工事
(株)ヒノ工業 福岡県福岡市早良区内野4-48-5 土木一式工事
(株)俵口建設 福岡県北九州市八幡西区折尾2-2-12 ほ装工事
(株)平昭 福岡県福岡市博多区榎田2-4-52 土木一式工事
(株)ビルディングDr.　宗像支社 福岡県宗像市平等寺473-1 建築一式工事
ビルドリペア技研工業(株) 福岡県北九州市小倉南区大字呼野1087-2 防水工事
福岡造園(株) 福岡県福岡市城南区東油山1-10-2 造園工事
福岡土木(株) 福岡県福岡市東区和白丘3-371-1 ほ装工事
福岡ライン(有) 福岡県福岡市東区八田3-23-41 とび・土工・コンクリート工事
福岡ロードエンタープライズ(有) 福岡県福岡市東区下原2-2-5 とび・土工・コンクリート工事
(株)福島工務店 福岡県福岡市博多区古門戸町1-13 建築一式工事
(株)福津建設 福岡県福津市畦町439-11 土木一式工事
福東(株) 福岡県福岡市博多区博多駅南3-20-21 土木一式工事
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(株)福東電設 福岡県福岡市東区蒲田2-39-80 電気工事
(株)福間住設 福岡県福津市西福間4-5-9 管工事
フコク電興(株) 福岡県福岡市博多区山王1-15-8 電気通信工事
(株)フジタ　九州支店 福岡県福岡市博多区下川端町1-1 土木一式工事
富士通(株)九州支社 福岡県福岡市博多区東比惠3-1-2 電気通信工事
(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 電気通信工事
富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2 電気通信工事
(株)富士通ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ　九州支社 福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2 電気通信工事
富士電機ITｿﾘｭｰｼｮﾝ(株)九州事業本部 福岡県福岡市博多区店屋町5-18 電気通信工事
(株)富士ピー・エス　九州支店 福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8 土木一式工事
富士古河Ｅ＆Ｃ(株)九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町5-18 電気工事
(株)藤善設備工業 福岡県福岡市東区八田1-7-32FSKﾋﾞﾙﾄﾞ１号館 管工事
(株)藤原組 福岡県福岡市東区箱崎6-11-34 土木一式工事
(株)ﾌｿｳ　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24 機械器具設置工事
(株)フソウ 福岡県福岡市中央区小笹2-9-34 防水工事
双葉工業(株) 福岡県福岡市博多区金の隈2-1-30 とび・土工・コンクリート工事
(株)フチガミ 福岡県久留米市津福本町2300-10 とび・土工・コンクリート工事
(株)船越組 福岡県粕屋郡新宮町大字湊301番地 土木一式工事
(株)古山土木 福岡県福津市津屋崎5-40-26 土木一式工事
(株)ふれあい創建 福岡県宗像市石丸4-3-17 建築一式工事
文化シャッターサービス（株）　九州サービス支社 福岡県福岡市博多区金の隈2-20-48 建具工事
(株)へいせい 福岡県糸島市前原西5-1-31 土木一式工事
(株)平成工業 福岡県田川市位登789-2 とび・土工・コンクリート工事
(株)平和電興 福岡県福岡市中央区薬院1-14-8 電気工事
法城建設(株) 福岡県福岡市南区長丘5-4-1 建築一式工事
朋友電気（株） 福岡県朝倉郡筑前町下高場2408-2 電気工事
ホームテック（株） 福岡県福岡市東区二又瀬新町14-20 建築一式工事
北陽工業(有) 福岡県遠賀郡岡垣町旭台4-9-14 防水工事
（有）ホットサポート 福岡県古賀市今の庄3-8-1 管工事
(株)堀内電気 福岡県福岡市南区横手2丁目16番3号 電気工事
(株)前澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ　九州営業所 福岡県福岡市中央区天神1-15-6 機械器具設置工事
前澤工業(株)九州支店 福岡県福岡市中央区天神1-15-6 水道施設工事
前田建設工業(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1 建築一式工事
(株)マスダ設備工業 福岡県古賀市花見南1-14-28 水道施設工事
松尾建設(株)福岡支店 福岡県福岡市中央区薬院3-4-9 土木一式工事
松尾造園 福岡県福津市若木台2-1-19 造園工事
(株)松崎組　福津支店 福岡県福津市宮司浜3-27-1 建築一式工事
(株)松田工務店 福岡県福津市上西郷9-2 建築一式工事
(株)松原組 福岡県福津市小竹1-1-6 土木一式工事
まつみ(株) 福岡県福津市中央1-1-16 造園工事
(株)松本組 福岡県福岡市東区馬出1-1-19 土木一式工事
松本組建設(株) 福岡県宗像市神湊1020 建築一式工事
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（株）松本土木 福岡県福津市上西郷581 土木一式工事
松山建設(株) 福岡県福岡市中央区高砂2-24-23 土木一式工事
(株)真鍋組 福岡県宗像市和歌美台1-1 土木一式工事
(株)丸宗土木 福岡県福津市内殿1003-5 土木一式工事
三浦造園土木建設(株) 福岡県福岡市東区青葉1-19-21 造園工事
みかど産業(株) 福岡県福岡市博多区金の隈2-1-5 とび・土工・コンクリート工事
帝産業（株） 福岡県北九州市八幡東区白川町9-12 防水工事
溝江建設(株) 福岡県福岡市中央区赤坂1-9-20 建築一式工事
(株)ミゾタ　福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵3-17-5 機械器具設置工事
三井住友建設(株)　九州支店 福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 土木一式工事
三菱電機(株)　九州支社 福岡県福岡市中央区天神2-12-1 電気工事
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻ-ﾋﾞｽ(株)　九州支社 福岡県福岡市博多区住吉1-2-25 機械器具設置工事
みなみ道路工業(株) 福岡県福岡市南区長住1-1-46 (3階) ほ装工事
(株)南日本電設工業 福岡県福岡市南区清水2-13-18 電気工事
(有)ミノル設備工業 福岡県宗像市稲元2-16-10 管工事
宮川建設(株) 福岡県福岡市中央区港2-4-21 土木一式工事
宗像機工(株) 福岡県宗像市田野字岡手966-2 とび・土工・コンクリート工事
宗像緑地建設(株) 福岡県宗像市日の里2-11-1 造園工事
村本建設（株）九州支店 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3 土木一式工事
(有)明永建設 福岡県福津市中央1-3-5 土木一式工事
(株)明興ﾃｸﾉｽ　福岡支店 福岡県福岡市東区多の津5-35-12 電気工事
(株)明電エンジニアリング　九州支店 福岡県福岡市博多区住吉5-5-3 電気工事
(株)明電舎　九州支店 福岡県福岡市博多区住吉5-5-3 電気工事
(有)明徳工業 福岡県福津市津屋崎5-19-32 土木一式工事
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 電気工事
森松工業(株)　福岡支店 福岡県福岡市中央区大手門3-4-22 OMビル2F 水道施設工事
(株)安川電機　九州支店 福岡県福岡市中央区天神1-6-8 電気工事
安田建設（株） 福岡県福岡市博多区千代5-1-1 土木一式工事
(株)矢津田工業 福岡県古賀市青柳1165-4 建築一式工事
(株)ヤナセファイテック 福岡市博多区東那珂1-18-6 消防施設工事
矢西建設(株) 福岡県福岡市早良区原1-41-3 土木一式工事
山口建設工業(株) 福岡県北九州市八幡西区夕原町6-5 ほ装工事
(有)ヤマサキ装飾 福岡県宗像市三郎丸5-7-1 内装仕上工事
(株)山田工務店 福岡県福岡市博多区対馬小路10-22 建築一式工事
(有)山村工業 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-10-7 水道施設工事
友愛メンテナンス(株) 福岡県福津市上西郷28-37 管工事
(有)社協進技研 福岡県福岡市東区馬出六丁目3番29号 土木一式工事
友信建設(株) 福岡県飯塚市赤坂876-44 建築一式工事
横大路建設(株) 福岡県福津市西福間3-37-34 建築一式工事
横河ソリューションサービス(株)九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町3-21 電気工事
ヨシダ塗装 福岡県福津市本木1201-1 塗装工事
(有)吉原電機工業所 福岡県福岡市中央区笹丘二丁目18番35号 電気工事
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商号 所在地 第１希望
吉水塗装店 福岡県福津市中央1-16-1 塗装工事
理水化学(株)福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-28 機械器具設置工事
立東電機(株) 福岡県福岡市西区徳永384-8 電気工事
(株)菱熱 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 管工事
(有)緑栄産業 福岡県福津市久末234 造園工事
(有)緑幸園 福岡県福津市津丸697-1 造園工事
(株)ロードマーク 福岡県福岡市博多区金の隈2-138-3 とび・土工・コンクリート工事
若築建設(株)福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-9 土木一式工事
若松港湾工業(株) 福岡県北九州市若松区浜町1-7-9 土木一式工事
(有)和白電業 福岡県福岡市東区奈多1-10-28 電気工事


