
[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

44 代表取締役 〒701-0205 ( 岡山県 )

　八田　富夫

8310 支店長 〒810-0011 ( 東京都 )

　池田　知明

9054 代表取締役 〒813-0002 ( 福岡県 )

　田中　新一

84 支店長 〒810-0001 ( 岡山県 )

　原岡　正直

1611 支店長 〒815-0083 ( 愛知県 )

　赤司　明

8873 代表取締役 〒530-0001 ( 大阪府 )

　前田　幸治

1350 支店長 〒807-0001 ( 福岡県 )

　荒木　智裕

78 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　福本　聖史

7999 取締役支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　長谷川　秀一

1613 代表取締役 〒816-0884 ( 福岡県 )

　原　康彦

98 執行役員支店長 〒812-0016 ( 大阪府 )

　前田　隆志

1344 支店長 〒812-0024 ( 東京都 )

　古庄　春行

41 執行役員支店長 〒810-0023 ( 東京都 )

　津江　信光

1276 支店長 〒812-0039 ( 東京都 )

　川上　伸治

3 執行役員支店長 〒812-0013 ( 岐阜県 )

　進藤　明彦
（株）安部日鋼工業九州支店

 *土 *プ *建 *と *法 *管 *鋼 *橋
*塗 *防 *水福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6

武雄市

（株）朝日工業社九州支店  *管
福岡県福岡市中央区警固2-17-6

アズビル（株）ビルシステムカンパニー九州支店  *電 *管　消
福岡県福岡市博多区冷泉町2-1

（株）淺沼組九州支店  *土 *プ *建 *と *法 *管 *舗 *水
福岡県福岡市博多区博多駅南1-14-8

浅野環境ソリューション（株）九州支店  *土 *プ *電 *機 *水 *掃
福岡県福岡市博多区綱場町2-2

あおみ建設（株）九州支店  *土 *プ *浚
福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4

（株）アクアエンジニアリング  *機
福岡県福岡市博多区寿町2-3-15

アイム電機工業（株）九州支店  *電 *管 *機 *水
福岡県遠賀郡水巻町猪熊10-2-16

青木あすなろ建設（株）九州支店
 *土 *プ *建 *と *法 *鋼 *橋 *舗
*浚 *水 *解福岡県福岡市博多区博多駅前1-19-3（博多小松ビル）

愛知時計電機（株）福岡支店  *電　管　機　通
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

アイテック（株）
　土　プ　電　管　鋼　橋　機　通
水　消　掃大阪府大阪市北区梅田3-3-10

(株)アイエスプランニング 　電　通
福岡県福岡市東区下原四丁目12番29号

アイサワ工業（株）九州支店  *土 *プ *建 *水
福岡県福岡市中央区天神1-2-4

（株）アールエコ  *管
岡山県岡山市南区妹尾3273-3

（株）ＩＨＩインフラ建設九州支店  *土 *プ *と *法
福岡県福岡市中央区高砂1-11-3
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代表者役職

代表者名

1108 執行役員支店長 〒810-0041 ( 東京都 )

　大西　亮

1452 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　吉武　隆浩

8383 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　池田　慎太郎

8387 代表取締役 〒146-0082 ( 東京都 )

　石田　啓利

1669 所長 〒816-0905 ( 静岡県 )

　上村　心

8872 代表取締役 〒857-0135 ( 長崎県 )

　竹下　整

8875 代表取締役 〒851-0121 ( 長崎県 )

　上野　英剛

8605 所長 〒818-0056 ( 東京都 )

　中島　邦英

906 支店長 〒812-0013 ( 東京都 )

　中村　幸男

8871 代表取締役 〒890-0005 ( 鹿児島県 )

　濱田　賢児

7247 代表取締役 〒135-0042 ( 東京都 )

　五木田　行男

26 執行役員支店長 〒810-0041 ( 大分県 )

　猪口　和彦

119 代表取締役社長 〒857-0854 ( 長崎県 )

　梅村　良輔

82 代表取締役 〒857-0034 ( 長崎県 )

　濵武　康司

526 代表取締役 〒554-0012 ( 大阪府 )

　下田　栖嗣
エスエヌ環境テクノロジー（株）  *機 *掃

大阪府大阪市此花区西九条5-3-28

武雄市

（株）梅村組  *土 *プ *建 *と *法 *管 *舗 *浚
長崎県佐世保市福石町20-8

エコー電子工業（株）  *電 *通
長崎県佐世保市万徳町4-18

（株）ウチダテクノ  *建　電 *内　通
東京都江東区木場2-17-16

梅林建設（株）福岡支店  *土 *プ *建 *管 *舗 *内 *水
福岡県福岡市中央区大名1-4-1

（株）ウォーターテック西日本支店  *機 *水
福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-14

（株）ウォーターテックサービス 　水
鹿児島県鹿児島市下伊敷1-5-17

（株）ウヱノ  *土 *プ *と *法 *舗　井 *水
長崎県長崎市宿町163-6

（株）ウォーターデザイン福岡営業所  *管
福岡県筑紫野市二日市北4-27-49

（株）伊藤鐵工所九州営業所 　管　機
福岡県福岡県大野城市川久保2-4-5

岩崎断熱（株） 　と　法 *管　機　熱　解
長崎県佐世保市瀬戸越町453-1

石垣メンテナンス（株）九州支店  *機
福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3

石田工業（株） 　機
東京都大田区池上4-3-3-301

（株）安藤・間九州支店
 *土 *プ *建 *と *法 *電 *管 *鋼
*橋 *舗 *内 *水福岡県福岡市中央区大名1-8-10

（株）石垣九州支店  *機 *水
福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3
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代表者役職

代表者名

496 代表取締役 〒811-2202 ( 福岡県 )

　二川　敏明

123 九州支社長 〒812-0011 ( 東京都 )

　清水　極

7231 代表取締役 〒812-0011 ( 福岡県 )

　岩元　宏樹

8385 常務執行役員九州支社長〒810-0004 ( 東京都 )

　山﨑　拓

7183 支店長 〒812-0037 ( 東京都 )

　丸林　義久

1564 支社長 〒810-8577 ( 東京都 )

　横田　昌典

8101 支社長 〒949-7251 ( 新潟県 )

　中島　直人

73 所長 〒732-0055 ( 東京都 )

　計良　卓朗

8331 支社長 〒812-0017 ( 東京都 )

　丸田　章司

1348 支店長 〒811-2304 ( 東京都 )

　好村　圭太

8626 代表取締役 〒859-3211 ( 長崎県 )

　木須　勇三

8874 支店長 〒813-0043 ( 広島県 )

　島田　恭三

7605 代表取締役 〒839-0241 ( 福岡県 )

　大坪　とも子

93 代表取締役社長 〒810-0022 ( 福岡県 )

　井上　久行

94 専務執行役員支店長 〒812-0027 ( 東京都 )

　林　雅仁
（株）大林組九州支店  *土 *プ *建

福岡県福岡市博多区下川端町9-12　福岡武田ビル内

武雄市

（株）大坪鉄工  *鋼 *橋　機
福岡県柳川市大和町徳益711-2

大橋エアシステム（株）  *管
福岡県福岡市中央区薬院2-3-41

（株）円伸製作所 　と　法
長崎県佐世保市早苗町1189-1

（株）大方工業所九州支店  *管
福岡県福岡市東区名島

（株）荏原製作所九州支社  *管 *鋼 *橋 *機 *水　消
福岡県福岡市博多区美野島1-2-8　ＮＴビル

荏原冷熱システム（株）九州支店  *管
福岡県糟屋郡粕屋町仲原2648

（株）ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社  *管 *機 *井
新潟県南魚沼市大崎4369-2

荏原実業（株）広島営業所
 *土 *プ *電 *管 *鋼 *橋 *塗 *機
*水広島県広島市東区東蟹屋町15-3

ＮＥＣネッツエスアイ（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区御供所町1-1

（株）エヌエイチケイアイテック九州支社  *通
福岡県福岡市中央区六本松1-1-10　ＮＨＫ福岡放送センタービル内

（株）エヌ・ティ・ティ・データ九州  *通
福岡県福岡市博多区博多駅前1-17-21

（株）ＮＴＴドコモ九州支社  *通
福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-1

（株）ＳＮＣ  *土 *プ *と *法
福岡県糟屋郡志免町大字志免90

エヌ･ティ･ティ･データ･カスタマサービス（株）九州支社  *通
福岡県福岡市博多区博多駅前1-17-21
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代表者役職

代表者名

71 代表取締役 〒857-0016 ( 長崎県 )

　山中　仁

116 執行役員支店長 〒810-0041 ( 岡山県 )

　佐藤　嘉行

76 代表取締役 〒812-0888 ( 福岡県 )

　阪田　信之

7209 支店長 〒810-0072 ( 東京都 )

　白濱　勝

81 支社長 〒810-0001 ( 東京都 )

　樋爪　克司

96 支店長 〒816-0088 ( 大阪府 )

　高橋　裕樹

6 支店長 〒805-8531 ( 大阪府 )

　大角　透

2 支店長 〒810-0001 ( 東京都 )

　山﨑　直人

8122 九州支店長 〒810-0012 ( 東京都 )

　真鍋　敏樹

1455 九州事業所長 〒810-0012 ( 東京都 )

　松本　浩二

1534 執行役員常務支店長 〒810-0004 ( 東京都 )

　山本　健司

7940 代表取締役 〒861-0124 ( 熊本県 )

　村山　典隆

289 常務執行役員支店長 〒812-8513 ( 東京都 )

　河野　健吾

286 代表取締役 〒811-1123 ( 福岡県 )

　橋本　恒幸

290 代表取締役社長 〒820-0712 ( 福岡県 )

　植村　一雄
（株）嘉穂製作所  *電 *機

福岡県飯塚市大分567

武雄市

鹿島建設（株）九州支店
 *土 *プ *建 *大 *と *法 *石 *屋
*電 *管 *タ *鋼 *橋 *舗 *浚 *内 *
園 *水　消福岡県福岡市博多区博多駅前3-12-10

（株）カブード  *土 *プ *と *法 *管
福岡県福岡市早良区内野4-14-8

（株）ガイアートＴ・Ｋ九州支店  *舗 *塗 *園
福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-15-8F

開成工業（株）  *と *法 *電 *管 *鋼 *橋 *機 *水
熊本県熊本市北区植木町石川450-1

オルガノ（株）九州支店  *電 *管 *機 *水
福岡県福岡市中央区白金1-4-2

オルガノプラントサービス（株）九州事業所  *機 *水
福岡県福岡市中央区白金2-11-9　CR福岡ビル6F

（株）奥村組九州支店  *土 *プ *建 *水 *解
福岡県北九州市八幡東区山王2-19-1

オリエンタル白石（株）福岡支店
 *土 *プ *と *法 *鋼 *橋 *舗 *塗
*水福岡県福岡市中央区天神4-2-31

沖電気工業（株）九州支社  *通
福岡県福岡市中央区天神2-13-7

奥アンツーカ（株）西日本支店  *土 *プ *と *法 *舗 *園
福岡県福岡市博多区板付6-3-24

（株）オカトク  *土 *プ
福岡県福岡市博多区板付4-7-28

沖ウィンテック（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市中央区長浜1-1-35

大菱電気工業（株）
　土　プ　建　と　法　石 *電 *管
鋼　橋　舗　浚 *機 *通　園　水
消長崎県佐世保市俵町24-29

（株）大本組九州支店
 *土 *プ *建 *と *法 *鋼 *橋 *舗
*浚 *園 *水福岡県福岡市中央区大名2-4-30　西鉄赤坂ビル
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代表者役職

代表者名

298 代表取締役 〒812-0016 ( 福岡県 )

　鎌田　博文

7628 代表取締役 〒761-0196 ( 香川県 )

　鎌田　長明

297 支店長 〒812-0016 ( 神奈川県 )

　前田　勝徳

7250 代表取締役 〒814-0134 ( 福岡県 )

　山本　貞夫

9076 代表取締役 〒812-0882 ( 福岡県 )

　原　敢

7733 代表取締役 〒819-0001 ( 福岡県 )

　田中　直継

1621 所長 〒812-0892 ( 東京都 )

　小山田　正男

8866 支社長 〒810-0022 ( 東京都 )

　小原　隆

8361 支店長 〒812-0892 ( 大阪府 )

　北島　邦浩

8389 代表取締役社長 〒870-0272 ( 大分県 )

　安樂　真澄

8655 取締役社長 〒812-0016 ( 福岡県 )

　得丸　正英

8779 代表取締役 〒877-0053 ( 大分県 )

　頓宮　正敏

280 代表取締役社長 〒857-0405 ( 長崎県 )

　間嶋　力彦

8357 代表取締役 〒812-0895 ( 福岡県 )

　藤田　賢一

8362 代表取締役 〒860-0822 ( 熊本県 )

　北里　慶祐
九州日商興業（株） 　機　井

熊本県熊本市中央区本山町119

武雄市

（株）九州テン 　通
長崎県佐世保市小佐々町葛籠278-18

九州電気システム(株）  *電 *管 *通　消
福岡県福岡市博多区竹下1-18-17

九州建設（株）  *建
福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-31

（株）九州体育施設 　土　プ　と　法　舗　内　機　園
大分県日田市高瀬本町1005-1

機動建設工業（株）九州支店  *土 *プ *水
福岡福岡市博多区東那珂2-14-28

（株）木下築炉 　と　法　タ　解
大分県大分市大字迫817

管清工業（株）九州営業所  *土 *プ *と *法 *管
福岡県福岡市博多区東那珂2-17-28

（株）関電工九州支社  *電 *通
福岡県福岡市中央区薬院1-1-1

(株)環境技研 　機
福岡県福岡市博多区麦野一丁目13番6号

（株）環境施設  *土 *プ *建
福岡県福岡市西区小戸3-50-20

川本工業（株）九州支店  *管　消
福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6

環境エンヂニアリング（株） 　管　機　水
福岡県福岡市城南区飯倉1-4-38

鎌田バイオ・エンジニアリング（株）  *機 *水　掃
福岡県福岡市博多区博多駅南3-25-1

鎌長製衡（株）  *機 *掃
香川県高松市牟礼町大字牟礼2246

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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代表者役職

代表者名

8132 代表取締役 〒814-0001 ( 福岡県 )

　渋谷　貴弘

8608 代表取締役取締役社長〒812-0016 ( 福岡県 )

　堀田　誠

282 代表取締役社長 〒815-0041 ( 福岡県 )

　古賀　稔久

306 支店長 〒856-0831 ( 福岡県 )

　井手　光明

8863 代表取締役 〒880-0912 ( 宮崎県 )

　黒川　浩之

8778 代表取締役 〒836-0057 ( 福岡県 )

　久留須　智子

7808 代表取締役 〒857-1162 ( 長崎県 )

　向　史郎

336 九州支店長 〒815-0037 ( 東京都 )

　中島　馨生

293 支店長 〒810-0041 ( 東京都 )

　許斐　弘利

318 支店長 〒812-0011 ( 長崎県 )

　高島　克成

8176 支店長 〒815-0082 ( 東京都 )

　春岡　洋秀

1632 取締役社長 〒663-8545 ( 兵庫県 )

　高橋　和也

338 代表取締役社長 〒889-0595 ( 宮崎県 )

　清本　英男

322 支社長 〒812-0011 ( 大阪府 )

　杉山　雅利

1650 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　桒野　卓
クボタ環境サービス（株）九州支店  *土 *プ *管 *機

福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8

武雄市

清本鉄工（株） 　土　プ *管 *鋼 *橋 *機 *水
宮崎県延岡市土々呂町6-1633

（株）クボタ九州支社
 *建 *と *法 *電 *管 *鋼 *橋 *機
*水 *掃福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8　(住友生命博多ビル)

旭日電気工業（株）福岡支店  *電
福岡県福岡市南区大楠2-11-24

極東開発工業（株）  *機 *掃
兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

共和化工（株）福岡支店  *土 *プ *管 *機 *水 *掃
福岡県福岡市中央区大名2-4-22　新日本ビル4Ｆ

協和機電工業（株）福岡支店  *電 *機 *水
福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16

共新電設工業（株）  *電 *管　機 *通　消
長崎県佐世保市卸本町1-14

（株）協和エクシオ九州支店
 *土 *プ *と *法 *電 *管 *鋼 *橋
*舗 *塗 *通 *水　消福岡県福岡市南区玉川町7-8

（株）九南  *電 *管 *通
宮崎県宮崎市赤江2

共栄環境開発（株） 　土　プ　管　浚
福岡県大牟田市汐屋町5-15

九州林産（株）  *土 *プ *と *法 *園
福岡県福岡市南区野間3-7-20

九鉄工業（株）長崎支店
 *土 *プ *建 *と *法 *鋼 *橋 *舗
*塗　解長崎県大村市東本町287-4

（株）九州日立  *電 *管　機
福岡県福岡市早良区百道浜2-1-1

（株）九州日立システムズ  *電　通
福岡県福岡市博多区博多駅南2-12-22

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

1565 所長 〒812-0011 ( 大阪府 )

　内村　孝

8197 執行役員支店長 〒810-0004 ( 東京都 )

　梶山　雅生

8864 支店長 〒810-0074 ( 大阪府 )

　松岡　浩司

311 代表取締役 〒815-0081 ( 福岡県 )

　蔵田　元

346 代表取締役 〒550-0024 ( 大阪府 )

　栗田　佳直

317 支店長 〒812-0034 ( 大阪府 )

　椋本　洋一

8850 代表取締役 〒830-0049 ( 福岡県 )

　黒田　潔

8627 代表取締役 〒814-0155 ( 福岡県 )

　川口　敬介

8865 代表取締役 〒208-0023 ( 東京都 )

　深澤　重幸

292 代表取締役 〒812-0041 ( 福岡県 )

　南里　哲男

285 支店長 〒812-0016 ( 神奈川県 )

　藤井　勲

8376 代表取締役社長 〒538-0053 ( 大阪府 )

　川﨑　義徳

8375 所長 〒491-0012 ( 愛知県 )

　新谷　輝子

291 支店長 〒810-0007 ( 東京都 )

　永嶋　靖史

308 執行役員支店長 〒810-0041 ( 大阪府 )

　竹下　浩
（株）鴻池組九州支店

 *土 *プ *建 *大 *と *法 *石 *屋
*電 *タ *鋼 *橋 *舗 *浚 *内 *水福岡県福岡市中央区大名1-14-45

武雄市

（株）荒新機工一宮営業所 　機　掃
愛知県一宮市小赤見清水4-1

（株）弘電社九州支店  *電
福岡県福岡市博多区東比恵3-12-16

コイト電工（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-16

光伸（株）  *管　機
大阪府大阪市鶴見区鶴見6-9-26

ＫＳＳ（株） 　と　法　内
東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2

（株）研進産業 　土　プ　管
福岡県福岡市博多区吉塚6-6-59

黒田建設（株） 　土　プ　建
福岡県久留米市大石町32

（株）ケイ・エスクラフト工業  *管 *鋼 *橋 *機 *水
福岡県福岡市城南区東油山6-5-29

（株）栗田機械製作所  *機 *水
大阪府大阪市西区境川2-1-44

栗原工業（株）九州支店  *電 *管 *通　消
福岡県福岡市博多区下呉服町2-29

クマリフト（株）九州支店 　機
福岡県福岡市中央区大手門1-8-18

蔵田工業（株） 　電 *管 *機 *水 *掃
福岡県福岡市南区那の川2-1-17

クボタ機工（株）九州営業所  *管 *機 *水
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8

（株）熊谷組九州支店  *土 *プ *建 *鋼 *橋 *水
福岡県福岡市中央区渡辺通4-10-10

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

7960 代表取締役 〒812-0892 ( 福岡県 )

　加治木　英隆

8377 支店長 〒812-0018 ( 東京都 )

　畝尾　和俊

9071 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　光橋　忠良

8373 支店長 〒812-0027 ( 東京都 )

　木元　幹彦

9050 代表取締役 〒950-0943 ( 新潟県 )

　鈴木　洋康

1358 代表取締役社長 〒811-0322 ( 福岡県 )

　坂本　博志

551 代表取締役 〒857-0043 ( 長崎県 )

　浦　勝次

8150 執行役員支店長 〒812-0044 ( 東京都 )

　勝山　正昭

530 代表取締役 〒818-0003 ( 福岡県 )

　眞鍋　朋美

522 代表取締役 〒812-0896 ( 福岡県 )

　田中　章二

519 執行役員支店長 〒810-0001 ( 東京都 )

　勝野　耕治

9070 代表取締役 〒854-0063 ( 長崎県 )

　田村　瑞男

523 支店長 〒810-0041 ( 大阪府 )

　山崎　勝則

8343 代表取締役 〒815-0082 ( 福岡県 )

　村上　元紀

8311 支店長 〒812-0018 ( 大阪府 )

　下田　達夫
三精工事サービス（株）九州支店  *機

福岡県福岡市博多区住吉4-29-10-102

武雄市

（株）三晃空調九州支店  *管
福岡県福岡市中央区大名2-4-22

三伸機設（株）  *電 *管 *鋼 *橋 *機 *水
福岡県福岡市南区大楠1-7-15

三機工業（株）九州支店  *電 *管 *機 *水
福岡県福岡市中央区天神1-14-1

(株)三恵電業 　電　通
長崎県諫早市貝津町1426番地2

佐和屋産業（株） 　土　プ　浚
福岡県筑紫野市大字山家4055-1

三軌建設（株）
 *土 *プ *建 *と *法 *管 *鋼 *橋
*舗 *塗 *園 *水福岡県福岡市博多区東光寺町1-13-5

（株）西肥緑化土木  *土 *プ *と *法 *石 *園
長崎県佐世保市天満町4-25

佐藤工業（株）九州支店  *土 *プ *建
福岡県福岡市博多区千代1-17-1

(株)コモンテックス  *建 *タ *機 *消
新潟県新潟市中央区女池神明二丁目3番12号

西戸崎興産（株） 　防 *水
福岡県福岡市東区大岳2-1-1

(株)コトブキ九州支店 　と
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目18番6号

コトブキシーティング（株）九州支店 　と　法　内　機
福岡県福岡市博多区下川端町1-1　明治通りビジネスセンター本館7Ｆ

コウフ・フィールド（株）
 *土 *プ *と *法 *鋼 *橋 *舗 *塗
機 *園福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25

郡リース（株）福岡支店  *建
福岡県福岡市博多区住吉3-1-1

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

512 所長 〒810-0001 ( 大阪府 )

　兒玉　秀隆

537 支社長 〒810-0014 ( 東京都 )

　西村　陽介

9096 代表取締役 〒812-0893 ( 福岡県 )

　岩元　孝

535 代表取締役 〒838-0124 ( 福岡県 )

　新田　五常

8358 支店長 〒812-0044 ( 東京都 )

　田中　良

531 事業部長 〒816-0912 ( 東京都 )

　田中　秀尚

1346 支社長 〒810-0001 ( 京都府 )

　鈴木　純

8656 代表取締役 〒820-0701 ( 福岡県 )

　長岡　寛二

1343 支店長 〒812-0013 ( 神奈川県 )

　大賀　隆宏

8795 支店長 〒812-0034 ( 東京都 )

　青木　隆典

546 支店長 〒812-0039 ( 京都府 )

　河村　浩二

1589 代表取締役 〒851-2101 ( 長崎県 )

　島　紘一

507 執行役員支店長 〒810-8607 ( 東京都 )

　堤　義人

8878 代表取締役 〒522-0027 ( 滋賀県 )

　和田　正憲

1668 代表取締役 〒914-0125 ( 福井県 )

　徳本　達郎
（株）ジャクエツ環境事業  *建 *と *法 *園

福井県敦賀市若葉町2-1770

武雄市

清水建設（株）九州支店  *土 *プ *建 *水
福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-11

（株）清水合金製作所 　土　プ　と　法　鋼　橋　機　水
滋賀県彦根市東沼波町928

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

（株）シマテツ 　管　鋼　橋
長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1000-182

ＪＦＥエンジニアリング（株）九州支店  *電 *機 *水
福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27

（株）システムハウスアールアンドシー九州支店  *建
福岡県福岡市博多区下呉服町1-1-4F

（株）ＧＳユアサ九州支社  *電　通
福岡県福岡市中央区天神2-12-1

（株）ジェイ・イー 　機
福岡県飯塚市長尾661

サンワコムシスエンジニアリング（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区千代2-15-12

三和シヤッター工業（株）九州事業部 　内　具
福岡県大野城市御笠川4-13-1

サンユニティー(株) 　管
福岡県福岡市博多区那珂六丁目25番17号

（株）サンヨウ 　電
福岡県小郡市古飯764-1

三精テクノロジーズ（株）九州営業所  *機
福岡県福岡市中央区天神1-14-16

（株）サンテック九州支社  *電
福岡県福岡市中央区平尾1-8-24

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）

9 / 21 ページ



[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

7965 代表取締役 〒812-0020 ( 福岡県 )

　秀嶋　克仁

8571 代表取締役社長 〒812-0035 ( 福岡県 )

　宮﨑　博永

1449 支店長 〒812-0016 ( 岐阜県 )

　仁木　貴

450 支社長 〒812-0044 ( 広島県 )

　久行　俊次

515 支社長 〒812-0012 ( 兵庫県 )

　長谷川　收

444 執行役員支店長 〒813-0035 ( 東京都 )

　井上　敬司

493 代表取締役 〒812-0063 ( 福岡県 )

　橋本　孝太郎

541 支店長 〒812-0036 ( 東京都 )

　川瀬　一郎

501 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　矢原　一郎

7219 所長 〒812-0007 ( 兵庫県 )

　出口　恒二

510 支店長 〒812-0042 ( 兵庫県 )

　安原　巧

528 支社長 〒812-0024 ( 東京都 )

　小倉　博

8876 代表取締役 〒857-1161 ( 長崎県 )

　志田　公司

7493 支店長 〒812-0041 ( 東京都 )

　宮崎　龍一

508 支店長 〒810-0073 ( 東京都 )

　鷹栖　茂幸
水道機工（株）九州支店  *機 *水

福岡県福岡市中央区天神3-10-20

武雄市

親和電機（株）  *電　管　機 *通
長崎県佐世保市大塔町1916-20

（株）水機テクノス九州支店  *土 *プ *電 *管 *機 *園 *水
福岡県福岡市博多区吉塚1-27-17

新明和工業（株）流体事業部営業本部九州支店 　管 *機 *掃
福岡県福岡市博多区豊1-9-43

新菱冷熱工業（株）九州支社  *管
福岡県福岡市博多区網場町3-3　福岡東京海上日動ビル

シンフォニアテクノロジー（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1

新明和アクアテクサービス（株）九州センター 　電　管　機
福岡県福岡市博多区東比恵2-11-15

新地研工業（株）  *土 *プ *と *法　井
福岡県福岡市東区原田1-42-41

新日本空調（株）九州支店  *管
福岡県福岡市博多区上呉服町10-1　博多三井ビル

（株）神鋼環境ソリュ-ション九州支社  *機 *水
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1　新幹線博多ビル

新生テクノス（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市東区松崎4-31-23

昭和コンクリート工業（株）九州支店  *土 *プ *と *法 *水
福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10

新川電機（株）九州支社  *電
福岡県福岡市博多区千代4-1-33　西鉄千代県庁口ビル4Ｆ

（株）秀電社  *電　機
福岡県福岡市博多区対馬小路9-23

情報機器エンジニアリング（株） 　通
福岡県福岡市博多区中呉服町5-14

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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代表者役職

代表者名

89 支店長 〒810-0001 ( 東京都 )

　三村　幸正

8780 執行役員支店長 〒812-0044 ( 東京都 )

　古野　保彦

517 所長 〒812-0053 ( 福岡県 )

　今林　忠久

532 取締役支店長 〒839-0809 ( 東京都 )

　釘嶋　学

499 支店長 〒812-0025 ( 東京都 )

　加島　喜裕

445 支店長 〒812-0027 ( 大阪府 )

　丸井　忠一

513 支店長 〒812-0013 ( 東京都 )

　樗木　裕治

8562 代表取締役 〒535-0002 ( 大阪府 )

　花木　教行

527 代表取締役社長 〒812-0008 ( 福岡県 )

　添田　英俊

8877 支店長 〒812-0013 ( 埼玉県 )

　前田　浩昭

8777 代表取締役社長 〒812-0893 ( 福岡県 )

　嶋村　謙志

545 代表取締役 〒810-0011 ( 福岡県 )

　井上　宗洋

542 執行役員支店長 〒812-0025 ( 大阪府 )

　曽我部　修一

7485 代表取締役社長 〒804-0071 ( 福岡県 )

　田中　義彰

7192 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　三瀬　正也
第一設備工業（株）九州支店  *管

福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-1

武雄市

（株）錢高組九州支店
 *土 *プ *建 *と *法 *電 *管 *鋼
*橋 *舗 *浚 *内 *園 *水 *掃 *解福岡県福岡市博多区店屋町2-16

第一警備保障（株） 　電　消
福岡県北九州市戸畑区川代2-1-2

ゼオライト（株） 　電　管　機　井
福岡県福岡市博多区那珂5-1-11

（株）設備保守センター 　電　管　機　水　消　掃
福岡県福岡市中央区高砂二丁目10番1号

（株）正興電機製作所  *電 *機 *通
福岡県福岡市博多区東光2-7-25

西武建設（株）九州支店  *土 *プ *建 *と *法 *水
福岡県福岡市博多区博多駅東

世紀東急工業（株）九州支店  *土 *プ *舗
福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-8

青光（株） 　機
大阪府大阪市旭区大宮2-10-11

住友重機械エンバイロメント（株）福岡支店  *管 *機 *水
福岡県福岡市博多区店屋町8-30

住友電設（株）九州支店  *電 *通　消
福岡県福岡市博多区下川端町1-1　明治通りビジネスセンター7階

（株）菅原福岡営業所  *電 *管 *機　通
福岡県福岡市東区箱崎4-15-37

（株）スポーツテクノ和広九州支店  *土 *プ　建 *と *法 *舗 *園
福岡県久留米市東合川1-5-27

水ｉｎｇ（株）九州支店
 *土 *プ *建 *と *法 *電 *管 *タ
*塗 *機 *水 *掃福岡県福岡市中央区天神3-9-25

須賀工業（株）九州支店  *管
福岡県福岡市博多区千代2-8-32

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

653 代表取締役 〒857-1151 ( 長崎県 )

　桐原　敏

7992 支店長 〒812-0893 ( 愛媛県 )

　白石　晃久良

8798 代表取締役 〒661-0981 ( 兵庫県 )

　仲尾　好生

704 執行役員九州支店長 〒812-0013 ( 東京都 )

　角　達也

711 執行役員支店長 〒812-8518 ( 東京都 )

　寺本　剛啓

739 支店長 〒810-0074 ( 岐阜県 )

　中山　努

8869 支店長 〒812-0016 ( 東京都 )

　田中　浩一

668 支社長 〒810-0004 ( 大阪府 )

　谷本　政樹

8367 代表取締役 〒720-0004 ( 広島県 )

　高尾　典秀

658 執行役員支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　牧　好幸

8658 代表取締役 〒103-0023 ( 東京都 )

　高橋　一彰

736 代表取締役 〒839-0252 ( 福岡県 )

　高山　美喜男

717 支店長 〒810-0001 ( 大阪府 )

　弓削　裕治

9061 代表取締役 〒108-8220 ( 東京都 )

　高橋　貴志

752 支社長 〒810-0022 ( 広島県 )

　田嶋　照久
（株）中電工九州支社  *電 *管

福岡県福岡市中央区薬院3-6-20

武雄市

（株）竹中工務店九州支店  *土 *プ *建
福岡県福岡市中央区天神4-2-20

(株)丹青社
 *建 *大 *と　電　管　鋼　橋　内
解東京都港区港南一丁目2番70

高砂炉材工業（株）
 *土 *プ *建 *と *法 *石 *タ *鋼
*橋 *舗 *浚 *塗 *機 *水　掃東京都中央区日本橋本町3-2-13

（有）高山製作所 　機
福岡県柳川市大和町栄104

タカオ（株） 　と　法　鋼　橋　機　園
広島県福山市御幸町中津原1787-1

高砂熱学工業（株）九州支店  *管
福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24　第博センタービル

大豊建設（株）九州支店  *土 *プ *建 *と *法 *水
福岡県福岡市博多区博多駅南5-24-16

大和リース（株）福岡支社  *建
福岡県福岡市中央区渡辺通4-1-36

大成建設（株）九州支店  *土 *プ *建 *と *法 *電 *管 *水
福岡県福岡市博多区住吉四丁目1-27

大日本土木（株）九州支店  *土 *プ *建 *水
福岡県福岡市中央区大手門2-1-34

大機工業（株） 　機　掃
兵庫県尼崎市猪名寺3-5-1

大成温調（株）九州支店  *管
福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-28

大栄開発（株）  *土 *プ *と *法　井
長崎県佐世保市日宇町2690

（株）ダイキアクシス福岡支店  *管 *機 *水
福岡県福岡市博多区那珂4-14-28

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

7245 代表取締役 〒810-0012 ( 福岡県 )

　前谷　博久

8103 支店長 〒812-0013 ( 東京都 )

　荒木　賢治

9001 支店長 〒812-0004 ( 大阪府 )

　奥村　八須夫

1679 代表取締役 〒816-0882 ( 福岡県 )

　原　正泰

8781 取締役 〒136-0071 ( 東京都 )

　町田　民夫

743 代表取締役 〒814-0103 ( 福岡県 )

　脇山　一春

695 支店長 〒810-0073 ( 東京都 )

　掘下　浩

1631 代表取締役 〒101-0065 ( 東京都 )

　小林　千尋

8065 執行役員支店長 〒810-0062 ( 東京都 )

　魚谷　和亮

7987 支店長 〒810-0072 ( 東京都 )

　松永　希

1724 代表取締役 〒804-0012 ( 福岡県 )

　日野　哲雄

8108 支店長 〒812-0013 ( 東京都 )

　上妻　浩昭

697 所長 〒816-0057 ( 東京都 )

　中村　孝吉

755 支店長 〒812-0024 ( 大阪府 )

　吉田　忠司

735 執行役員支店長 〒812-8608 ( 東京都 )

　久田　浩司
東急建設（株）九州支店  *土 *プ *建 *水

福岡県福岡市博多区祇園町2-1

武雄市

東亜道路工業（株）福岡営業所  *と *舗 *園
福岡県福岡市博多区西月隈6-3-28

東海リース（株）福岡支店  *建
福岡県福岡市博多区東比恵三丁目4番2号

電協産業（株） 　機
福岡県北九州市戸畑区中原東4-2-1

（株）電業社機械製作所九州支店 　土　プ *機 *水
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35

鉄建建設（株）九州支店  *土 *プ *建
福岡県福岡市中央区荒戸2-1-5

電気興業（株）九州支店
 *土 *プ *建 *と *法 *電 *鋼 *橋
*塗 *通福岡県福岡市早良区百道浜1-7-5

（株）テクノ菱和九州支店  *管
福岡県福岡市中央区舞鶴2-1-10

テスコ（株）  *機 *水 *掃
東京都千代田区西神田1-4-5

（有）テクノ海洋 　管　機
東京都江東区亀戸7-2-6　サンセット亀戸102

（株）テクノユース  *土 *プ　管
福岡県福岡市城南区鳥飼5-7-1

(株)鶴見製作所九州支店 　管　機
福岡県福岡市博多区榎田二丁目9-30

（株）テクネ  *管 *機 *水
福岡県福岡市博多区麦野1-13-6

千代田興産（株）  *電　機 *通
福岡県福岡市中央区白金2-5-16

都築電気（株）九州支店  *通
福岡県福岡市博多区博多駅東1-11-5

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

703 所長 〒802-0002 ( 東京都 )

　鶴巻　秀一

8870 支社長 〒810-0004 ( 東京都 )

　阿部　伸啓

729 常務執行役員支店長 〒810-0022 ( 東京都 )

　中野　正三

748 支社長 〒810-8555 ( 神奈川県 )

　大浦　公仁

753 支社長 〒812-0072 ( 神奈川県 )

　葛城　弘樹

8388 所長 〒810-0072 ( 東京都 )

　木下　淳三郎

754 支店長 〒812-0888 ( 東京都 )

　金澤　清文

8540 専務執行役員支店長 〒810-0022 ( 東京都 )

　木和田　雅也

8867 代表取締役 〒814-0103 ( 福岡県 )

　山田　浩之

716 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　大村　直樹

1357 代表取締役 〒606-8284 ( 京都府 )

　川谷　真輝

7187 代表取締役 〒140-0013 ( 東京都 )

　國司　利行

9047 代表取締役 〒102-0094 ( 東京都 )

　山村　健一郎

1345 部長 〒812-0013 ( 福岡県 )

　吉武　洋久

767 執行役員支店長 〒810-8502 ( 東京都 )

　窪田　浩一
戸田建設（株）九州支店

 *土 *プ *建 *と *法 *電 *管 *鋼
*橋 *舗 *内 *水福岡県福岡市中央区白金2-13-12

武雄市

(株)トータルメディア開発研究所 　建　電　管　鋼　内　通　消
東京都千代田区紀尾井町3-23

（株）ドーワテクノス環境システム営業部福岡営業部  *電　機
福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-31　第5岡部ビル5階

東和スポーツ施設（株）  *土 *プ　建 *と *法 *舗　園 *解
京都府京都市左京区北白川下池田町79-1

トータリゼータエンジニアリング（株）  *電 *通
東京都品川区南大井6-20-14

（株）東洋システム  *電　通
福岡県福岡市城南区鳥飼5-13-31

東洋熱工業（株）九州支店  *管　消
福岡県福岡市博多区博多駅前4-13-11

東邦電気工業（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区板付7-10-27

東洋建設（株）九州支店
 *土 *プ *建 *大 *と *法 *石 *鋼
*橋 *舗 *浚 *塗 *内 *園 *水福岡県福岡市中央区薬院3-31　六番館2Ｆ

東芝エレベータ（株）九州支社  *機
福岡県福岡市中央区長浜2-4-1

東芝通信インフラシステムズ（株）九州営業所  *電 *通
福岡県福岡市中央区長浜二丁目4番1号

東光電気工事（株）九州支社  *電 *通
福岡県福岡市中央区薬院3-15-6

東芝インフラシステムズ（株）九州支社  *電
福岡県福岡市中央区長浜二丁目4番1号

東京計器（株）北九州営業所 　電　機
福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8（小倉ビル）

（株）東光高岳九州支社  *電
福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-8

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）
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代表者役職

代表者名

8380 代表取締役社長 〒857-1164 ( 長崎県 )

　都野川　豪人

8175 支店長 〒810-0004 ( 神奈川県 )

　曽我部　真也

1727 代表取締役 〒859-6404 ( 長崎県 )

　朝永　豊

747 支店長 〒812-0016 ( 東京都 )

　濱﨑　満雄

890 代表取締役 〒856-0042 ( 長崎県 )

　中村　康祐

8653 所長 〒810-0001 ( 東京都 )

　水野　大輔

8546 所長 〒854-0065 ( 福岡県 )

　西村　寿

938 支店長 〒812-0881 ( 東京都 )

　上西　誠人

7238 支店長 〒816-0081 ( 東京都 )

　馬庭　二郎

925 執行役員支社長 〒810-0022 ( 東京都 )

　吉田　卓生

8365 事業部長 〒869-0113 ( 大阪府 )

　米澤　昌久

7914 代表取締役社長 〒810-0013 ( 福岡県 )

　湯淺　米男

8861 代表取締役 〒751-0834 ( 山口県 )

　梅田　洪日

8368 代表取締役 〒814-0142 ( 福岡県 )

　進藤　博史

8860 代表取締役 〒156-0054 ( 東京都 )

　鈴木　範夫
日興通信（株） 　電 *通　消

東京都世田谷区桜丘1-222

武雄市

日環特殊（株） 　土　プ　管　機　水　掃
山口県下関市山の田東町7番1号

日建工材（株） 　防
福岡県福岡市城南区片江4-8-8

（株）ニチゾウテック九州事業部
 *土 *プ *と *法 *電 *管 *鋼 *橋
*塗 *機 *水　消　掃熊本県玉名郡長洲町大字有明1

日米電子（株）  *電 *通
福岡県福岡市中央区大宮1-3-10

（株）西原ネオ九州支店  *土 *プ *管 *機 *水
福岡県福岡市博多区井相田2-2-3

西松建設（株）九州支社
 *土 *プ *建 *と *法 *電 *管 *鋼
*橋 *舗 *浚 *塗 *園福岡県福岡市中央区薬院1-14-5

西日本オートメーション（株）長崎テクニカルセンター  *電　機　通
長崎県諫早市津久葉町6-73

（株）西原環境九州支店  *管 *機 *水 *掃
福岡県福岡市博多区井相田2-2-3

（株）ナカムラ消防化学 　電　消
長崎県大村市平町1933

（株）ナガワ福岡営業所  *建 *大
福岡県福岡市中央区天神34-1-32-6F

朝永エンジニアリング（株） 　電　機
長崎県佐世保市世知原町太田600-1

ドリコ（株）福岡支店  *土 *プ *電 *管 *機 *井 *水
福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11

トノカワ電業（株） 　土　プ *電　管　機 *通　消
長崎県佐世保市白岳町50-4

飛島建設（株）九州支店  *土 *プ *建 *と *法 *水 *解
福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）
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代表者役職

代表者名

921 代表取締役 〒812-0858 ( 福岡県 )

　辻　隆一郎

917 支店長 〒812-0011 ( 京都府 )

　直原　知宏

7973 支店長 〒812-0025 ( 東京都 )

　澤近　広司

8597 代表取締役 〒651-2116 ( 兵庫県 )

　佐藤　武司

8852 執行役員支店長 〒812-0014 ( 東京都 )

　宗久　秀樹

8527 所長 〒816-0912 ( 東京都 )

　高瀬　龍二

1347 代表取締役社長 〒108-8275 ( 東京都 )

　平田　和稔

920 所長 〒812-0008 ( 東京都 )

　有常　茂樹

8847 代表取締役 〒662-0911 ( 兵庫県 )

　降矢　直樹

943 支店長 〒812-0043 ( 愛知県 )

　依藤　敏明

7216 所長 〒812-0013 ( 神奈川県 )

　野口　康一

8184 支店長 〒812-0036 ( 東京都 )

　沖長　靖央

8720 代表取締役 〒102-0071 ( 東京都 )

　渡辺　俊太郎

919 代表取締役 〒812-0882 ( 福岡県 )

　川口  勝正

945 所長 〒815-0073 ( 東京都 )

　神倉　正法
日本体育施設（株）九州営業所  *土 *プ *と *法 *舗 *園

福岡県福岡市南区大池1-23-15

武雄市

日本写真判定（株） 　建　電　内　通
東京都千代田区富士見2-4-11

日本昇降機（株） 　機
福岡県福岡市博多区麦野4-7-6

日本原料（株）九州営業所 　機　水
福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34

日本国土開発（株）九州支店  *土 *プ *建 *水 *解
福岡県福岡市博多区上呉服町10-1

（株）日本管財環境サービス 　電　管 *機 *掃
兵庫県西宮市池田町9-7

日本空調サービス（株）九州支店  *管　消
福岡県福岡市博多区堅粕3-14-7

日本トーター（株）  *電 *機 *通
東京都港区港南2-16-1

日本エレベーター製造（株）福岡営業所  *機
福岡県福岡市博多区東光2-3-18

日本電設工業（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区比恵町13-7

日本道路（株）福岡営業所  *土 *プ *建 *と *法 *石 *舗 *塗
福岡県大野城市御笠川4-2-3

日東工営（株）九州支店  *建 *鋼 *橋
福岡県福岡市博多区店屋町1-35

日本ジッコウ（株）  *土 *プ *防 *水
兵庫県神戸市西区南別府1-14-6

日新産業（株）  *鋼 *橋　機
福岡県福岡市博多区月隈2-4-2

日新電機（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-23　(博多管絃ビル4階)

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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代表者役職

代表者名

8649 代表取締役 〒102-0072 ( 東京都 )

　竹野　博己

910 九州事業所長 〒861-2106 ( 大阪府 )

　篠崎　準二

918 代表取締役社長 〒135-8622 ( 東京都 )

　榎本　修次

8782 代表取締役 〒816-0904 ( 福岡県 )

　多賀谷　昭一

8800 支店長 〒810-0074 ( 東京都 )

　松尾　浩之

8112 支店長 〒869-3601 ( 大阪府 )

　兵頭　直

8355 支店長 〒810-0022 ( 大阪府 )

　久保　昌範

7732 社長 〒812-0036 ( 福岡県 )

　岩崎　哲

8296 代表取締役 〒554-0014 ( 大阪府 )

　泉井　博行

1081 支社長 〒812-0013 ( 東京都 )

　小川　一宏

8186 支店長 〒812-0013 ( 東京都 )

　佐藤　実

1083 支社長 〒814-8577 ( 東京都 )

　梅野　淳司

111 支社長 〒812-0011 ( 大阪府 )

　峰村　健

1079 支社長 〒812-0036 ( 東京都 )

　伊藤　学

1104 支店長 〒812-0039 ( 東京都 )

　沢田　健
（株）日立プラントサービス九州支店  *管 *機 *水

福岡県福岡市博多区冷泉町2-1

武雄市

日立造船（株）九州支社
 *土 *プ *建 *と *法 *電 *管 *タ
*鋼 *橋 *鉄 *舗 *浚 *板 *塗 *内 *
機 *熱 *通 *水 *掃福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1

（株）日立ビルシステム九州支社  *管 *機
福岡県福岡市博多区上呉服町10-10

（株）日立国際八木ソリューションズ九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34

（株）日立製作所九州支社  *電 *管 *機 *通 *水
福岡県福岡市早良区百道浜2-1-1　日立九州ビル

阪神動力機械（株） 　機
大阪府大阪市此花区四貫島2-26-7

（株）日立国際電気九州支社 　通
福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34

パナソニックＥＳエンジニアリング（株）九州支店  *電 *内　通 *消
福岡県福岡市中央区薬院3-1-24

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）九州社  *電 *通
福岡県福岡市博多区上呉服町10-1

長谷川体育施設（株）九州支店  *土 *プ *と *法 *舗 *園　解
福岡県福岡市中央区大手門2-1-34

八光海運（株）熊本支店  *土 *プ *と *法 *浚
熊本県上天草市大矢野町登立3355-1

（株）乃村工藝社  *建 *鋼 *橋 *内
東京都港区台場2-3-4

（株）ハウツ 　と　法　機
福岡県大野城市大池2-25-3

日本ベンダーネット（株）  *通
東京都千代田区飯田橋4-8-3

ノダック（株）九州事業所  *土 *プ *と *法 *鋼 *橋 *塗 *水
熊本県熊本市東区東野4-1-3

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

8123 執行役員支店長 〒812-0013 ( 東京都 )

　小山　実

1074 代表取締役 〒812-0053 ( 福岡県 )

　平井　秀文

1111 理事支店長 〒812-0016 ( 新潟県 )

　湯上　聡

1090 代表取締役社長 〒812-0015 ( 福岡県 )

　中島　健司

1099 執行役員支店長 〒812-8568 ( 東京都 )

　岡野　利喜造

1023 支社長 〒812-8510 ( 東京都 )

　岡本　行雄

1110 本部長 〒141-0033 ( 東京都 )

　伊藤　祐助

1092 部長 〒811-1311 ( 神奈川県 )

　田中　勝浩

7991 支店長 〒812-8510 ( 神奈川県 )

　田口　淳也

8384 代表取締役社長 〒206-8555 ( 東京都 )

　五十嵐　一浩

8511 支社長 〒812-0007 ( 東京都 )

　夏堀　隆善

9083 支社長兼支店長 〒812-0024 ( 滋賀県 )

　西村　茂夫

8187 支社長 〒812-0025 ( 東京都 )

　鈴木　正

1075 支店長 〒812-0025 ( 神奈川県 )

　岸本　充

7923 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　黒田　英二
（株）フソウ九州支店

 *土 *プ *建 *電 *管 *鋼 *橋 *浚
*機 *水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階

武雄市

富士電機（株）九州支社  *電 *機 *通
福岡県福岡市博多区店屋町5-18

富士古河Ｅ＆Ｃ（株）九州支店  *電 *管
福岡県福岡市博多区店屋町5-18

（株）富士通マーケティング九州支社 　電　通
福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2

フジテック(株)西日本支社　九州支店  *建　機
福岡県福岡市博多区綱場町4番1号

富士通ネットワークソリューションズ（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2

富士通フロンテック（株）  *電 *通
東京都稲城市矢野口1776

（株）富士通エフサス西日本本部  *電 *通
東京都品川区西品川一丁目1番1号

（株）富士通ゼネラル九州情報通信ネットワーク営業部  *通
福岡県福岡市南区横手1-12-45

（株）フジタ九州支店  *土 *プ *建 *と *法 *水
福岡県福岡市博多区下川端町1-1

富士通（株）九州支社  *電 *通
福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2

（株）福田組九州支店
 *土 *プ *建 *大 *と *法 *石 *屋
*管 *タ *鋼 *橋 *舗 *浚 *防 *内 *
水福岡県福岡市博多区博多駅南3‐7‐35

フコク電興（株） 　電　鋼　橋　塗　通
福岡県福岡市博多区山王1-15-8

日比谷総合設備（株）九州支店  *電 *管
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1

平井スポーツ建設（株）  *土 *プ *と *法 *鋼 *橋 *舗 *園
福岡県福岡市東区箱崎3-13-15

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）
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代表者役職

代表者名

7962 執行役員支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　辻井　伸之

8667 常務執行役員支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　濵野　尚則

8149 代表取締役 〒891-0132 ( 鹿児島県 )

　田中　義郎

7830 代表取締役 〒812-0016 ( 福岡県 )

　熊野　定

1199 所長 〒810-0001 ( 埼玉県 )

　山城　龍紀

1197 支店長 〒810-0001 ( 埼玉県 )

　柴原　智裕

1193 常務執行役員支店長 〒812-0013 ( 東京都 )

　永重　雅守

8071 取締役執行役員支店長〒812-0017 ( 東京都 )

　盆子原　和利

1633 代表取締役 〒857-1164 ( 長崎県 )

　松永　裕樹

8784 支店長 〒812-8611 ( 大阪府 )

　神牧　真三

7606 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　柿野　寛

1341 所長 〒810-0041 ( 東京都 )

　江森　清

7929 代表取締役 〒810-0042 ( 福岡県 )

　溝江　弘

1207 支社長 〒810-8686 ( 東京都 )

　大庭　能成

1215 取締役支社長 〒812-0018 ( 東京都 )

　宇和川　慎一
三菱電機ビルテクノサービス（株）九州支社  *電 *管 *機

福岡県福岡市博多区住吉1-2-25

武雄市

溝江建設（株）  *土 *プ *建 *と *法 *鋼 *橋 *塗
福岡県福岡市中央区赤坂1-9-20

三菱電機（株）九州支社  *電 *通
福岡県福岡市中央区天神2-12-1天神ビル

（株）松村電機製作所九州支店  *電　機
福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20

丸茂電機（株）福岡営業所  *電
福岡県福岡市中央区大名1-14-45　　

松永エコライン（有） 　管　水
長崎県佐世保市白岳町50－4

（株）松村組九州支店  *土 *建
福岡県福岡市博多区綱場町８－３１

前田建設工業（株）九州支店
 *土 *プ *建 *と *法 *屋 *電 *管
*鋼 *橋 *舗 *浚 *内 *園 *水 *掃福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1

松井建設（株）九州支店
 *土 *プ *建 *大 *と *法 *石 *屋
*電 *管 *タ *鋼 *橋 *舗 *浚 *内 *
園 *水福岡県福岡市博多区美野島1-3-17

（株）前澤エンジニアリングサービス九州営業所  *機 *水
福岡県福岡市中央区天神1-15-6

前澤工業（株）九州支店  *土 *プ *鋼 *橋 *機 *水
福岡県福岡市中央区天神1-15-6

（株）プランテムタナカ 　電　管　鋼　橋 *機　水
鹿児島県鹿児島市七ツ島1-1-26

ホシザキ北九（株）  *管　機
福岡県福岡市博多区博多駅南3-18-9

扶桑電通（株）九州支店  *通
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目18-7

（株）不動テトラ九州支店  *土 *プ *と *法 *水
福岡県福岡市博多区博多駅前4-1-1

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）
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代表者役職

代表者名

8372 所長 〒810-0072 ( 東京都 )

　田頭　正臣

746 支店長 〒812-0036 ( 東京都 )

　福島　弘典

8859 支店長 〒812-0011 ( 大阪府 )

　髙木　康弘

8371 執行役員支店長 〒810-0802 ( 奈良県 )

　牛之濱　久志

7673 取締役支店長 〒813-0034 ( 鹿児島県 )

　角　浩一

1198 支店長 〒810-0004 ( 群馬県 )

　中里　清行

8999 支店長 〒812-0018 ( 東京都 )

　五十田　博昭

8650 支店長 〒812-0018 ( 東京都 )

　高橋　昌義

8547 部長 〒812-0025 ( 東京都 )

　髙橋　誠

9075 代表取締役 〒331-0052 ( 埼玉県 )

　百瀬　輝幸

1222 支店長 〒812-0011 ( 埼玉県 )

　石崎　幸治

1269 代表取締役社長 〒854-0023 ( 長崎県 )

　八江　一弘

8360 代表取締役 〒381-2203 ( 長野県 )

　矢木　健一

1279 支店長 〒810-0001 ( 福岡県 )

　吉田　弘

1289 所長 〒812-0015 ( 福島県 )

　堤　謙治
矢田工業（株）九州営業所  *土 *プ *と *鋼 *橋 *塗 *水

福岡県福岡市博多区山王1-8-18

武雄市

矢木コーポレーション（株）
 *土 *プ *と *法 *電 *管 *鋼 *橋
*舗 *塗 *通　園長野県長野市真島町川合2036

（株）安川電機九州支店  *電
福岡県福岡市中央区天神1-6-8

（株）森田鉄工所九州営業支店  *鋼 *橋 *機 *水
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番24号

八江グリーンポート（株）
 *土 *プ *建　と　法　管 *鋼 *橋
機 *園長崎県諫早市厚生町3-18

メタウォーター（株）九州営業部  *電 *機 *通
福岡県福岡市博多区店屋町5-18　博多ＮＳビル

(株)ＭＥＣＸ  *土 *プ *舗
埼玉県さいたま市西区三橋6-70

(株)明電舎九州支店 　電　管　機　通　水
福岡県福岡市博多区住吉五丁目5-3

明電ファシリティサービス（株）九州支店  *電
福岡県福岡市博多区住吉5-5-3

（株）明興テクノス福岡支店  *電 *通
福岡県福岡市東区多の津5-35-12

明星電気（株）九州支店 　通
福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82

（株）ミライト・テクノロジーズ九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区博多駅前2-4-12

村本建設（株）九州支店  *土 *プ *建
福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3

宮地エンジニアリング（株）福岡営業所  *土 *プ *と *法 *鋼 *橋
福岡県福岡市中央区長浜2-4-1

（株）ミライト九州支店  *土 *プ *電 *通
福岡県福岡市博多区上呉服町10-1

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）
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代表者役職

代表者名

1274 所長 〒812-0013 ( 大阪府 )

　辻　正昭

1270 代表取締役 〒857-0043 ( 長崎県 )

　松川　広紀

1071 所長 〒812-0011 ( 東京都 )

　牛尾　史樹

8783 代表取締役 〒811-1324 ( 福岡県 )

　佐田　直樹

8366 副支店長 〒812-0037 ( 東京都 )

　上三垣　隆志

1310 支店長 〒812-0013 ( 大阪府 )

　森下　泰行

1312 支店長 〒812-0018 ( 東京都 )

　野嶋　和彦

8037 常務執行役員支店長 〒810-0042 ( 東京都 )

　山田　雄司

8386 代表取締役 〒011-0905 ( 秋田県 )

　三浦　亨

8648 支店長 〒812-0018 ( 東京都 )

　田中　文憲

1322 支店長 〒812-0013 ( 東京都 )

　馬渡　俊裕

1325 代表取締役社長 〒103-0004 ( 東京都 )

　坂口　善己

武雄市

若築建設（株）福岡支店
 *土 *プ *建 *と *法 *鋼 *橋 *浚
*園 *水福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-9

ワセダ技研（株）  *機 *水
東京都中央区東日本橋2-24-14

（株）炉研  *タ *機
秋田県秋田市寺内神屋敷11-18

六興電気（株）九州支店  *電
福岡県福岡市博多区住吉3-1-80

菱電エレベータ施設（株）福岡支店  *機
福岡県福岡市博多区住吉1-2-25

りんかい日産建設（株）九州支店  *土 *プ *建
福岡県福岡市中央区赤坂1-13-10

横河ソリューションサービス（株）九州支店  *電 *通
福岡県福岡市博多区御供所町3-21

理水化学（株）福岡支店  *機 *水
福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-28

ヤマハサウンドシステム（株）福岡営業所  *通
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3

遊景産業（株） 　土　プ　と　法　機
福岡県福岡市南区警弥郷1-15-10

八千代電設工業（株）九州営業所  *電
福岡県福岡市博多区博多駅東3-9-7

（株）山口組
 *土 *プ *建 *と *法 *石 *管 *舗
*浚 *塗 *園 *水長崎県佐世保市天満町4-25

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称（＊：特定）
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