
[市内本店]

代表者役職

代表者名

110838 カメラマン 〒849-2342 (佐賀県)

野田　尚之

110819 代表取締役 〒843-0023 (佐賀県)

小林　智之

110836 代表取締役 〒849-2305 (佐賀県)

鳥谷　竹人

110811 代表取締役 〒843-0011 (佐賀県)

石橋　明彦

110822 代表取締役 〒849-2305 (佐賀県)

田代　真一

310844 〒843-0024 (佐賀県)

山下　勇希

110833 代表取締役 〒849-2204 (佐賀県)

中村　隆広

110832 代表取締役 〒843-0233 (佐賀県)

山口　智則

110802 代表取締役 〒843-0024 (佐賀県)

江里口　義隆

110818 代表取締役 〒849-2202 (佐賀県)

大久保　敏文

110821 代表取締役 〒843-0023 (佐賀県)

大澤　英樹

110834 代表取締役 〒843-0021 (佐賀県)

大坪　久芳

110824 〒843-0001 (佐賀県)

大宅　常則

110835 代表 〒843-0001 (佐賀県)

緒方　睦夫

110837 代表取締役 〒843-0024 (佐賀県)

山口　輝二郎

緒方金八商店
武雄市朝日町大字甘久1994-5

温泉タクシー（株）
武雄市武雄町大字富岡8277

（有）大沢家具店
武雄市武雄町大字昭和305-2

大坪石材（株）
武雄市武雄町大字永島17945

大宅自動車
武雄市朝日町大字甘久453-1

エムアンドティ（株）
武雄市東川登町大字永野5888

（有）江里口文具店
武雄市武雄町大字富岡7780-1

（有）大久保商事
武雄市北方町大字大渡3476-1

スタジオインプットビデオズ
武雄市武雄町富岡11231-1

（株）エヌクリエーション
武雄市北方町大字大﨑2102-1

有田陸運（株）
武雄市山内町大字宮野22730

（有）石橋造園緑地建設
武雄市橘町大字芦原5358

（有）イッツデモ
武雄市山内町大字宮野24150

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

ａｄｏｎｏａｎ
武雄市武内町真手野32232

（有）アトム電機
武雄市武雄町大字昭和129

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月 1日　作成



[市内本店]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月 1日　作成

210803 代表取締役 〒843-0022 (佐賀県)

川内　修

210805 代表取締役 〒849-2341 (佐賀県)

北川　結揮

210818 代表取締役 〒843-0021 (佐賀県)

石丸　清

210827 事業主 〒843-0023 (佐賀県)

田中　治

210802 代表取締役 〒849-2204 (佐賀県)

森　安夫

210820 代表取締役 〒843-0024 (佐賀県)

岡村　健一

210825 代表取締役 〒843-0023 (佐賀県)

大野　裕志

310842 センター長 〒843-0024 (佐賀県)

吉岡　豊隆

310850 代表取締役 〒843-0001 (佐賀県)

上野　龍也

310802 代表取締役 〒849-2201 (佐賀県)

釜崎　博昭

310841 代表取締役 〒849-2201 (佐賀県)

小ヶ倉　敏明

310822 代表取締役 〒843-0022 (佐賀県)

野田　信彦

310829 代表取締役 〒843-0001 (佐賀県)

姉川　正郷

410821 代表取締役 〒849-0021 (佐賀県)

田中　大志朗

410804 代表取締役 〒843-0021 (佐賀県)

石丸　和子

410826 代表理事組合長 〒843-0022 (佐賀県)

杉原　豊喜

（有）武雄衛生
武雄市武雄町大字永島15664

武雄杵島森林組合
武雄市武雄町大字武雄4167-2

（有）スワン
武雄市朝日町大字甘久309-3

（株）大平商会
武雄市北方町大字志久1246

（有）四季の丘印刷
武雄市北方町大字志久5546

（有）信成開発
武雄市武雄町大字武雄3410

佐賀県農業協同組合武雄杵島営農経
済センター 武雄市武雄町大字富岡12456-1

（株）佐賀電話工販
武雄市朝日町大字甘久1448-2

（株）三協環境開発
武雄市北方町大字志久815-1

（株）ケーブルワン
武雄市武雄町大字昭和360

グミノキ
武雄市武雄町昭和40-2

（株）景観工房
武雄市北方町大字大崎1910-150

ケーツー（株）
武雄市武雄町大字富岡11571-3

（有）北川電気工事
武雄市武内町大字梅野乙12491

（株）杵藤開発
武雄市武雄町大字永島15664

（株）川内設備工業
武雄市武雄町大字武雄93-1



[市内本店]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月 1日　作成

410822 代表取締役 〒843-0022 (佐賀県)

牛島　眞澄

410803 代表取締役 〒843-0023 (佐賀県)

鳥越　澄男

410823 代表取締役 〒843-0001 (佐賀県)

谷口　通陽

410810 取締役 〒849-2303 (佐賀県)

知北　悦子

410819 代表取締役 〒849-2204 (佐賀県)

常田　光義

410818 〒843-0024 (佐賀県)

津留崎　有俊

410824 代表取締役 〒849-2201 (佐賀県)

山﨑　耕史

410825 代表取締役 〒843-0023 (佐賀県)

冨岡　正信

510810 代表 〒843-0022 (佐賀県)

松永　安子

510811 〒843-0024 (佐賀県)

永田　裕美子

510812 代表取締役 〒849-2302 (佐賀県)

深町　恵介

510801 代表取締役 〒843-0001 (佐賀県)

本山　龍男

510809 代表取締役 〒843-0023 (佐賀県)

池田　智博

610826 代表取締役 〒843-0023 (佐賀県)

花田　晴年

610825 代表 〒843-0001 (佐賀県)

矢野　億子

610823 デザイナー 〒849-2342 (佐賀県)

野田　ひとみ

ひだまりＯＫＫＯ堂（同）
武雄市朝日町大字甘久394-5

ＨＩＴデザインスタジオ
武雄市武内町真手野32232

（有）はなだスポーツ
武雄市武雄町大字昭和37-8

西九州観光バス（株）
武雄市山内町大字鳥海8780-2

（有）西九電装エンジニアリング
武雄市朝日町大字甘久1421-6

（株）ネクストエッジ
武雄市武雄町大字昭和42-8

永田　裕美子
武雄市武雄町大字富岡9069-2-103パーク諏訪

（株）冨岡設備工業
武雄市武雄町大字昭和39-16

永尾商会
武雄市武雄町大字武雄5633-4

ツルサキ美術社
武雄市武雄町大字富岡8489

（株）デイ・ソフトウェア
武雄市北方町志久1199-4

（有）玉川テクノス
武雄市朝日町甘久305-1

（有）チキタ
武雄市山内町大字三間坂甲13985-1

（有）常田商店
武雄市北方町大字大崎4912

（株）武雄タクシー
武雄市武雄町武雄5834-1

（株）武雄緑化センター
武雄市武雄町大字昭和39-28



[市内本店]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月 1日　作成

610819 代表取締役 〒849-2204 (佐賀県)

吉川　満義

610803 代表 〒843-0022 (佐賀県)

福田　浩人

610821 代表取締役 〒843-0233 (佐賀県)

入江　俊介

610804 代表 〒843-0024 (佐賀県)

淵　吉治

610822 代表 〒843-0013 (佐賀県)

古川　芳嗣

610810 代表 〒849-2204 (佐賀県)

外尾　正則

710816 代表 〒843-0022 (佐賀県)

前田　一美

710822 代表 〒843-0151 (佐賀県)

松尾　輝政

710815 代表 〒843-0012 (佐賀県)

松尾　良一

710804 代表 〒843-0022 (佐賀県)

松本　和浩

710818 代表取締役 〒849-2303 (佐賀県)

東島　誠一郎

710806 代表取締役 〒843-0024 (佐賀県)

新納　英明

710821 代表取締役社長 〒843-0001 (佐賀県)

馬渡　洋平

710819 取締役 〒843-0022 (佐賀県)

御厨　初

710820 代表 〒849-2201 (佐賀県)

三宅　毅

810801 代表取締役 〒843-0234 (佐賀県)

八坂　直樹

ミヤケ機工商会
武雄市北方町大字志久43-2

（株）八坂木材
武雄市東川登町大字袴野12146-1

（株）丸新
武雄市武雄町大字富岡12418-3

（株）馬渡商会
武雄市朝日町大字甘久3498-2

（有）御厨印刷所
武雄市武雄町大字武雄7206

松尾造園緑地
武雄市橘町大字片白10686

マツモト工芸
武雄市武雄町大字武雄4594-1

（有）窓辺
武雄市山内町大字三間坂甲13047-1

外尾電気技術事務所
武雄市北方町大字大崎1502-6

前田美装工芸
武雄市武雄町武雄110-11

松尾紙店
武雄市若木町大字川古6000

古川木材
武雄市橘町大字大日1146

淵電気管理事務所
武雄市武雄町大字富岡10507-2

福田工芸社
武雄市武雄町大字武雄5442

不二コンクリート工業(株)
武雄市東川登町大字永野7552-2

（株）ヒューテック
武雄市北方町大字大崎1100-8



[市内本店]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月 1日　作成

810811 代表取締役 〒849-2304 (佐賀県)

中島　公介

810813 代表取締役 〒843-0001 (佐賀県)

山﨑　徳幸

810810 代表取締役 〒849-2203 (佐賀県)

山﨑　徳三

810804 代表者 〒849-2304 (佐賀県)

山下　政則

810806 代表 〒843-0023 (佐賀県)

山田　正弘

810809 代表取締役 〒843-0012 (佐賀県)

姉川　達磨

810802 代表 〒843-0233 (佐賀県)

吉永　恵一

（有）山内環境整備
武雄市山内町大字大野7706-1

（株）ヤマサキ商事
武雄市朝日町大字甘久309-2

（有）ユウキビルサービス
武雄市橘町大字片白9932

吉永電気技術事務所
武雄市東川登町大字永野1569-4

（株）山崎造園
武雄市北方町大字芦原1280

山下造園
武雄市山内町大字大野6294-12

山田電気管理事務所
武雄市武雄町大字昭和169



[市内営業所]

代表者役職

代表者名

110961 支店長 〒843-0001 (大分県)

豊田　英晃

110816 所長 〒843-0021 (佐賀県)

原　広和

110968 代表取締役 〒849-2341 (長崎県)

井手　政次

210821 代表取締役 〒843-0021 (佐賀県)

岡村　祐臣

210826 所長 〒843-0021 (佐賀県)

外尾　倫子

210813 所長 〒849-2201 (佐賀県)

上田　信之

210822 武雄事業部長 〒843-0001 (佐賀県)

吉村　亨

210967 支店長 〒843-0023 (長崎県)

山園　武志

210938 事業所長 〒843-0013 (福岡県)

渋谷　文明

210936 所長 〒843-8555 (福岡県)

森　勝正

210828 〒843-0024 (福岡県)

宮地　一幸

210929 所長 〒843-0021 (福岡県)

山本　則幸

210823 所長 〒843-0013 (佐賀県)

今泉 賢士郎

310845 店長 〒849-2204 (佐賀県)

江頭　正樹

310834 店長 〒843-0022 (佐賀県)

野中　圭吾

佐賀ダイハツ販売（株）武雄店
武雄市北方町大字大崎1333-1

佐賀トヨペット（株）武雄店
武雄市武雄町大字武雄70-2

九州三菱自動車販売（株）オート
モール武雄店 武雄市武雄町富岡12636-1

（株）九電工武雄営業所
武雄市武雄町大字永島15436

（株）クリーン・リースウエスト・
営業所 武雄市橘町大字大日2738-3

（株）九州テン佐賀支店武雄サポー
トセンター 武雄市武雄町大字昭和140

（一財）九州電気保安協会武雄事業
所 武雄市橘町大字大日字納手2738-1

九州電力（株）武雄営業所
武雄市武雄町大字昭和776

鹿島印刷（株）武雄営業所
武雄市北方町大字志久4336-2

鹿島機械工業（株）武雄工場
武雄市朝日町大字甘久3515

（株）学映システム武雄支店
武雄市武雄町大字永島15877-1

（株）笠原電設武雄営業所
武雄市武雄町大字永島15453-3

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

（株）アステム武雄支店
武雄市朝日町大字甘久大鹿3477-1

（株）有明電設武雄営業所
武雄市武雄町大字永島15461

令和 3年 9月 1日　作成

（有）井手写真製版武雄営業所
武雄市武内町梅野乙15873

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）



[市内営業所]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

令和 3年 9月 1日　作成

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

310846 店長 〒849-2204 (佐賀県)

片渕　良継

310835 代表取締役 〒843-0022 (佐賀県)

浦井　英司

310971 エリア長 〒843-0023 (福岡県)

東島　和好

310937 所長 〒843-0023 (大阪府)

塩濱　浩之

310804 支店長 〒849-2302 (佐賀県)

諸岡　成幸

310820 〒849-2204 (佐賀県)

尾形　和博

310806 支店長 〒843-0024 (佐賀県)

古瀬　正人

310964 支店長 〒849-2201 (長崎県)

小林　祐司

310828 所長 〒849-2201 (佐賀県)

小野　修二

310833 支店長 〒843-0152 (佐賀県)

高園　憲一

410817 取締役専務 〒843-0023 (佐賀県)

古賀　直喜

410901 所長 〒849-2204 (長崎県)

小出　正己

410820 〒843-0023 (佐賀県)

藤武　伸一

410808 支店長 〒843-0022 (佐賀県)

国広　弘生

410813 店長 〒843-0024 (佐賀県)

栗原　優

510909 支店長 〒843-0022 (福岡県)

稲佐　明弘

（株）トヨタレンタリース佐賀武雄
温泉駅前店 武雄市武雄町富岡307

ニチハツ工業（株）佐賀支店
武雄市武雄町大字武雄4190-1

（株）中央綜合警備保障武雄営業所
武雄市北方町大﨑1100-5

（有）トウタケ商事武雄営業所
武雄市武雄町大字武雄855ブリリアントハイツ101

東洋美装工業（株）武雄支店
武雄市武雄町大字武雄5014-1

（株）ソアー西部支店
武雄市若木町本部2459-1

中央警備保障（株）武雄支社
武雄市武雄町大字昭和742

（株）精工コンサルタント武雄支店
武雄市武雄町大字富岡9379-8

（株）西部川崎佐賀支店
武雄市北方町大字志久122-6

（株）全日警佐賀武雄営業所
武雄市北方町大字志久2198

（株）島田組佐賀営業所
武雄市武雄町大字昭和71

新栄地研（株）武雄支店
武雄市山内町大字鳥海19040

（株）スズキ自販佐賀武雄営業所
武雄市北方町大字大崎1095

（株）サガハツ武雄営業所
武雄市武雄町大字武雄字藤の谷1891-1

（株）シー・アール・シー武雄支所
武雄市武雄町昭和42-8

佐賀日産自動車（株）武雄店
武雄市北方町大崎1113



[市内営業所]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

令和 3年 9月 1日　作成

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

510805 所長 〒843-0023 (佐賀県)

森　信公

610815 代表取締役 〒843-0022 (佐賀県)

福岡　桂

610807 警備隊長 〒843-0022 (佐賀県)

馬場　恒平

610801 代表 〒843-0151 (佐賀県)

外尾　信久

610918 所長 〒843-0023 (福岡県)

福田　泰助

610814 店長 〒843-0023 (佐賀県)

廣重　聡

710824 代表取締役 〒849-2201 (佐賀県)

松尾　重幸

710905 支店長 〒843-0001 (長崎県)

下田　施彦

810812 所長 〒843-0024 (佐賀県)

徳永　保彦

810903 所長 〒843-0023 (長崎県)

谷口　亮

910909 部長 〒843-0023 (東京都)

小川　康隆

山口印刷（株）武雄営業所
武雄市武雄町大字富岡10794-7

山下医科器械（株）武雄営業所
武雄市武雄町大字昭和767-1

リコージャパン（株）佐賀支社佐賀
営業部武雄営業所 武雄市武雄町大字昭和800

（株）ホンダカーズ中央佐賀武雄イ
ンター店 武雄市武雄町大字昭和769

松屋（株）武雄店
武雄市北方町大字志久4291-1

（株）宮崎温仙堂商店武雄支店
武雄市朝日町大字甘久西田4363-3

外尾電気管理事務所武雄出張所
武雄市若木町大字川古11469

ホシザキ北九（株）武雄営業所
武雄市武雄町大字昭和23-14

日本建設技術（株）武雄営業所
武雄市武雄町大字昭和43-24

（株）福岡商店武雄営業所
武雄市武雄町武雄4949

富士警備保障（株）武雄支社
武雄市武雄町大字武雄5542-3



[県内]

代表者役職

代表者名

110807 代表取締役 〒840-0051 (佐賀県)

小川　太志

110967 オフィス長 〒848-0027 (東京都)

樋渡　さくら

110955 支店長 〒849-0937 (長崎県)

田口　隆之

110906 所長 〒849-0932 (愛知県)

村田　典之

110808 代表取締役 〒840-0011 (佐賀県)

福岡　龍一郎

110804 代表取締役 〒849-0201 (佐賀県)

中野　知博

110920 営業部長 〒840-0857 (福岡県)

鶴丸　哲也

110839 代表取締役 〒849-0313 (佐賀県)

下村　一王

110831 代表取締役 〒840-0831 (佐賀県)

高木　進

110813 代表取締役 〒849-0932 (佐賀県)

松本　佳久

110820 代表取締役 〒840-0032 (佐賀県)

飯盛　敦博

110829 代表取締役 〒849-4252 (佐賀県)

林　雅文

110801 代表取締役 〒849-0505 (佐賀県)

岩渕　慶太

110803 代表取締役 〒840-0803 (佐賀県)

益田　智

110809 代表取締役 〒849-1311 (佐賀県)

植松　信安

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

アースグロー（株）
佐賀市田代2-2-32

（株）ＩＡＣソリューションズ伊万
里オフィス 伊万里市立花町3448-8バンリビル3階

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

（株）アクト
佐賀市久保田町大字徳万1915-2

（株）アトル西九州営業部
佐賀市鍋島町大字八戸3140

（株）有明・潮風ファーム
小城市芦刈町永田1130-5

アイティーアイ（株）佐賀支店
佐賀市鍋島2-10-4

（株）アイホー佐賀営業所
佐賀市鍋島町八戸溝248-9-306

（株）アイワ
佐賀市北川副町大字江上186-1

（株）伊万里木材市場
伊万里市山代町楠久津145-30

ＡＬＳＯＫ佐賀（株）
佐賀市松原1-3-5

（有）イーテック
佐賀市鍋島町大字八戸溝1391-1

飯盛教材（株）
佐賀市末広1-4-26

（株）植松建設
鹿島市大字高津原3541-1

（株）イワフチ
杵島郡江北町大字下小田3305-1

（株）ウェアサーブ
佐賀市栄町6-25ＦＬＥＸ佐賀駅前2階



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

110823 代表取締役 〒849-2101 (佐賀県)

永尾　勝芳

110827 代表取締役 〒849-0918 (佐賀県)

徳島　和明

110806 代表取締役 〒840-0016 (佐賀県)

古川　大貴

110810 代表取締役 〒849-1103 (佐賀県)

江口　弘幸

110814 代表者 〒840-0201 (佐賀県)

江口　勝利

110815 代表取締役 〒849-4144 (佐賀県)

古賀　光幸

110812 代表取締役 〒840-0031 (佐賀県)

江越　一友

110828 代表取締役 〒840-0802 (佐賀県)

江嵜　隆徳

110825 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

椛島　繁實

110954 筑後佐賀支店長 〒840-0801 (東京都)

加来　誠

110980 所長 〒840-0804 (東京都)

原岡　済治

110826 代表取締役 〒842-0031 (佐賀県)

大島　権人

110817 代表取締役 〒840-2223 (佐賀県)

陣内　元治

110944 所長 〒847-0061 (東京都)

木塚　智一

110915 取締役社長 〒840-0804 (福岡県)

今村　秀一

110805 代表取締役 〒840-0861 (佐賀県)

北川　祐介

（有）エイコー
杵島郡大町町大字大町8096

栄城設備工業（株）
佐賀市兵庫南3-4-7

（株）エコクリーンファイブ
西松浦郡有田町上山谷乙4214

（株）江越黒板製作所
佐賀市下田町4-7

（株）江崎しろあり
佐賀市大財北町6－8

（株）エクセルコンサルタント
佐賀市南佐賀1-16-16

江口金属（株）
杵島郡白石町大字築切4023-5

江口事務器
佐賀市大和町尼寺2659-15

（株）大島産業
神埼郡吉野ヶ里町吉田2113-ロ第1

（株）エスビック
佐賀市鍋島町大字八戸3197-3

ＮＥＣフィールディング（株）筑後
佐賀支店 佐賀市駅前中央1-9-38

エヌエス環境（株）佐賀営業所
佐賀市神野東3-2-7NKG佐賀ビル1-B

小川楽器（株）佐賀店
佐賀市神野東1-9-35

小城重機建設（株）
佐賀市嘉瀬町大字中原2025-8

大坪産業（株）
佐賀市東与賀町大字飯盛2634-1

（株）オオバ佐賀営業所
唐津市材木町2078-1シティヴィラリバーサイド



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

110935 支店長 〒840-0804 (福岡県)

中川　章広

110830 代表取締役社長 〒845-0001 (佐賀県)

真崎　俊夫

110916 支店長 〒849-0937 (福岡県)

中西　憲吾

110923 所長 〒849-0124 (長崎県)

中野　康展

210907 所長 〒848-0022 (福岡県)

和田　元樹

210808 代表取締役社長 〒849-1312 (佐賀県)

馬場　栄一郎

210809 代表取締役 〒849-1322 (佐賀県)

大石　安兼

210819 代表取締役 〒847-0062 (佐賀県)

徳永　保史

210964 店長 〒840-0825 (静岡県)

浜口　尚好

210806 代表取締役 〒840-0016 (佐賀県)

久我　訓司

210952 所長 〒847-0031 (長崎県)

松尾　維典

210920 支店長 〒840-0805 (福岡県)

末石　清二

210815 代表取締役 〒840-0042 (佐賀県)

北村　芳朗

210804 取締役 〒849-0933 (佐賀県)

玉岡　克男

210814 代表取締役 〒840-0801 (佐賀県)

木村　壽孝

210943 支店長 〒840-0853 (福岡県)

緒方　重信

音伍繊維工業（株）佐賀支店
佐賀市神野東3-12-52

隔測計装（株）佐賀営業所
伊万里市大坪町乙337-7

（株）カシマ美装
鹿島市大字納富分2158-3

（有）鹿島防災具店
鹿島市浜町1205-1

（株）音成印刷
小城市小城町253-4

オリエント産業（株）佐賀支店
佐賀市鍋島6-6-31

（株）温仙堂佐賀営業所
三養基郡上峰町大字堤4529-15

（株）環境衛生科学研究所佐賀営業
所 唐津市原923

（株）環境開発佐賀支店
佐賀市神野西2-2-49

（有）北村商店
佐賀市赤松町2-5

（有）唐津興機
唐津市船宮町2302

（株）河合楽器製作所佐賀店
佐賀市中央本町3-9

（有）カン・テック
佐賀市南佐賀1-7-15

（株）キューオキ西九州支店
佐賀市長瀬町2-12

キマ紙工（有）
佐賀市卸本町5-2

木村文機（株）
佐賀市駅前中央2-8-3



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

210824 代表取締役 〒840-0853 (佐賀県)

石橋　幸一

210902 所長 〒842-0035 (福岡県)

多良　純一

210905 支所長 〒849-0931 (福岡県)

大塚　康行

210801 代表取締役 〒845-0936 (佐賀県)

北島　哲己

210954 支社長 〒840-0815 (福岡県)

杵築　宏治

210944 所長 〒849-0937 (福岡県)

古竹　慎吾

210925 営業所長 〒840-0806 (熊本県)

正岡　祐一

210810 代表取締役 〒840-2106 (佐賀県)

岩田　誉識

210928 執行役員支店長 〒840-0804 (福岡県)

牛島　秀朗

210966 支店長 〒849-0938 (福岡県)

池田　昌彦

210911 支店長 〒841-0052 (福岡県)

小原　慎司

210957 支店長 〒849-0124 (東京都)

荒金　康司

210932 所長 〒840-0806 (東京都)

髙木　裕二

210965 所長 〒840-0813 (東京都)

向井　伸介

210811 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

福島　隆暢

210912 支店長 〒845-0031 (福岡県)

中村　星児

（株）キューオキ佐賀
佐賀市長瀬町2-12

（株）九州コーユー
小城市三日月町金田813

（株）九州博報堂佐賀支社
佐賀市天神2-2-28松尾天神ビル804

九州オートドアー（株）佐賀営業所
神埼郡吉野ヶ里町田手2718

（一財）九州環境管理協会佐賀支所
佐賀市鍋島町大字蛎久120

（株）九州文化財研究所佐賀営業所
佐賀市神園5-5-26

九州恵冷機（株）
佐賀市諸富町大字山領819-4

九州風雲堂販売（株）佐賀営業所
佐賀市鍋島1-9-1キャロル鍋島1F

行政システム九州（株）中九州支店
鳥栖市宿町1041-3

（株）共立メンテナンス西九州支店
三養基郡上峰町大字堤1903-124

（株）協和コンサルタンツ佐賀営業
所 佐賀市神園3-13-1

（株）九電工佐賀支店
佐賀市神野東2-6-26

九電テクノシステムズ（株）佐賀支
店 佐賀市鍋島町大字鍋島1366

（株）クマヒラ佐賀営業所
佐賀市唐人2-5-8佐賀中央通りビル6F

（有）クリーンライフ福島　布団事
業部　エンドレス 佐賀市鍋島町大字八戸3060-1

久留米運送（株）佐賀支店
小城市三日月町堀江316



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

210924 支店長 〒840-0816 (福岡県)

谷川　将

210953 所長 〒840-0812 (兵庫県)

前田　雄一

210816 代表取締役 〒849-0917 (佐賀県)

古賀　浩之

210948 所長 〒840-0816 (東京都)

鴻池　貴之

210807 代表取締役 〒849-0937 (佐賀県)

小出　邦彦

210817 理事 〒840-0804 (佐賀県)

牛島　清豪

810906 所長 〒840-2106 (東京都)

猪腰　重之

210940 所長 〒840-0816 (東京都)

有吉　誠

210812 代表取締役 〒847-0831 (佐賀県)

吉田　潤二

310821 代表取締役 〒840-0801 (佐賀県)

森木　武

310823 代表取締役社長 〒849-0915 (佐賀県)

水田　明

310848 所長 〒849-1411 (佐賀県)

圍　健悟

310807 理事長 〒840-0033 (佐賀県)

木原　奉文

310830 会長 〒840-0804 (佐賀県)

後藤　修

310827 代表取締役 〒840-0815 (佐賀県)

中尾　清一郎

310816 所長 〒842-0015 (佐賀県)

林　忠伸

（株）グローバルワークス佐賀オ
フィス 佐賀市駅南本町5-1日進佐賀ビル9F

グローリー（株）佐賀営業所
佐賀市愛敬町4-36

（特非）公共デザインイニシアティ
ブ 佐賀市神野東2-1-25

コーユーレンティア（株）佐賀営業
所 佐賀市諸富町山領593

国際航業（株）佐賀営業所
佐賀市駅南本町3-15明治安田生命佐賀ビル

（有）ケンショーハウス工業
佐賀市高木瀬町大字長瀬429

（株）建設技術研究所佐賀事務所
佐賀市駅南本町6-4

（株）小出速記事務所
佐賀市鍋島4-5-2

佐賀安全産業（株）
佐賀市兵庫町大字藤木1281-14

佐賀県学校用品（株）西部出張所
嬉野市塩田町大字馬場下甲3166

（一財）佐賀県環境科学検査協会
佐賀市光1-1-2

（株）コダマ白蟻
唐津市千々賀193-3

（株）佐賀ＩＤＣ
佐賀市駅前中央1-6-25

（公社） 佐賀県不動産鑑定士協会
佐賀市神野東4-7-24

（株）佐賀広告センター
佐賀市天神3-2-23

佐賀梱包運輸（株）神崎営業所
神埼市神埼町尾崎4093-2



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

310843 代表取締役 〒849-0921 (佐賀県)

枝吉　宜輝

310836 代表取締役 〒849-0937 (佐賀県)

中尾　清一郎

310814 理事長 〒849-1615 (佐賀県)

竹下　武幸

310847 代表取締役 〒847-0825 (佐賀県)

坂田　利彦

310831 代表取締役 〒849-0933 (佐賀県)

兵働　泰章

310825 代表取締役 〒849-0915 (佐賀県)

宮地　大治

310840 代表取締役 〒840-0852 (佐賀県)

伊藤　喬

310817 代表取締役 〒840-0811 (佐賀県)

納所　佳民

310812 代表取締役 〒849-0933 (佐賀県)

北島　和俊

310837 代表取締役社長 〒840-0812 (佐賀県)

秋葉　国彦

310801 代表取締役 〒840-0816 (佐賀県)

上野　昭久

310805 代表取締役社長 〒840-0815 (佐賀県)

永倉　理一郎

310813 代表取締役 〒847-0022 (佐賀県)

山﨑　光子

310839 代表取締役 〒840-0023 (佐賀県)

永渕　基浩

310832 代表取締役 〒848-0022 (佐賀県)

松尾　光

310911 所長 〒840-0023 (福岡県)

中村　彰夫

（株）サガシキ
佐賀市高木瀬西6-3-2

（株）佐賀新聞サービス
佐賀市鍋島2-301

（株）佐賀電算センター
佐賀市兵庫町大字藤木1427-7

（株）佐賀美装
佐賀市中折町7-14

（福）佐賀西部コロニー
藤津郡太良町大字大浦乙1840-2

（株）坂田ボーリング工業
唐津市見借3897-3

佐賀月星（株）
佐賀市卸本町8-9

（株）佐賀リコピーサービス
佐賀市卸本町7-8

佐銀コンピューターサービス（株）
佐賀市愛敬町7-17佐賀銀行別館

佐銀リース（株）
佐賀市駅南本町4-23

（株）サガユニホーム
佐賀市大財4-5-87

（株）三協
佐賀市本庄町大字袋289-8

（株）三光
伊万里市大坪町乙4161-1

（株）ＣＲＣ食品環境衛生研究所佐
賀営業所 佐賀市本庄町袋131-16

（株）佐電工
佐賀市天神1-4-3

（株）三栄
唐津市鏡2516-1



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

310939 所長 〒849-0937 (福岡県)

柏木　淳一郎

310966 佐賀支店長 〒840-0825 (東京都)

山田　聡

310924 店長 〒840-0854 (長崎県)

宮島　徹

310819 代表取締役 〒840-0826 (佐賀県)

石丸　純子

310969 所長 〒843-0301 (東京都)

大島　健司

310809 代表取締役 〒840-0024 (佐賀県)

生部　紀代美

310808 代表取締役 〒846-0002 (佐賀県)

島田　薫

310811 代表取締役 〒844-0018 (佐賀県)

下　今朝隆

310851 代表取締役 〒849-0934 (佐賀県)

菖蒲　大悟

310923 営業部長 〒849-0934 (福岡県)

池田　康司

310810 代表取締役 〒849-0917 (佐賀県)

小部　功

310824 代表取締役 〒840-0804 (佐賀県)

村上　慎太郎

310930 所長 〒841-0076 (静岡県)

小谷　聖滋

310902 所長 〒840-0857 (福岡県)

重本　徹

310838 代表取締役 〒844-0018 (佐賀県)

池田　剛太郎

310951 所長 〒849-4256 (長崎県)

森田　敏昭

（株）ジェピック
佐賀市白山1-4-28

シダックス大新東ヒューマンサービ
ス（株）嬉野営業所 嬉野市嬉野町大字下宿乙391メンズ旭屋ビル1F

ジーエムメディカル（株）佐賀営業
所 佐賀市鍋島2-4-5ＩＴＲ103号

（株）ＪＴＢ佐賀支店
佐賀市中央本町1-10ニュー寺本ビル内

Ｊ－Ｒｅｎｔ（株）佐賀店
佐賀市八戸2-1-5

（株）しょうぶ
佐賀市開成2-1-1

（株）翔薬佐賀営業部
佐賀市開成6-12-25

（株）昭和メンテナンス
佐賀市高木瀬町大字長瀬307-4

（株）自動車無線
佐賀市本庄町大字末次32-32平野ビル201

（株）島田商会
多久市北多久町大字小侍801

（株）下建設
西松浦郡有田町本町乙3007-8

（株）静環検査センター佐賀営業所
鳥栖市平田町3106-110-302

正晃（株）佐賀営業所
佐賀市鍋島町大字八戸3030-1

昭和メンテナンス工業（株）
佐賀市神野東4-6-15

（有）誠新堂池田
西松浦郡有田町本町丙946-5

西部環境調査（株）佐賀営業所
伊万里市山代町久原3961-16



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

310826 代表取締役 〒848-0027 (佐賀県)

徳永　祐史

310917 支店長 〒840-0032 (福岡県)

原田　耕治

310803 代表取締役 〒849-0919 (佐賀県)

武冨　公二

310818 代表取締役 〒849-0933 (佐賀県)

森永　康信

710811 代表社員 〒840-0015 (佐賀県)

諸井　政司

310849 代表取締役 〒840-0201 (佐賀県)

吉原　健司

310942 所長 〒840-0816 (福岡県)

大野　晃治

310815 代表取締役 〒849-0921 (佐賀県)

副島　伸宏

410807 代表取締役 〒849-0302 (佐賀県)

小川　勇

410905 所長 〒840-0815 (福岡県)

十時　哲也

410809 代表取締役 〒849-0913 (佐賀県)

栗山　吉継

410802 代表取締役 〒849-0902 (佐賀県)

稲富　英大

410930 所長 〒848-0021 (福岡県)

近藤　晴夫

410912 所長 〒849-0937 (福岡県)

岩田　利夫

410811 代表取締役 〒849-0921 (佐賀県)

岩瀬　豊美

410908 支店長 〒840-2105 (福岡県)

川野　みどり

西部電気工業（株）佐賀支店
佐賀市末広1-9-35

誠文堂印刷（株）
佐賀市兵庫北1-5-17

精密舎（株）
佐賀市卸本町6-30

西部消防（株）
伊万里市立花町3366

（株）副島印刷
佐賀市高木瀬西6-11-3

（株）大栄警備保障
小城市牛津町柿樋瀬1062-1

（税）諸井会計
佐賀市木原2-6-5

セキュテック（株）
佐賀市大和町大字尼寺3128-3

（株）ゼンリン佐賀営業所
佐賀市駅南本町1-33　美粧ビル2F

大同印刷（株）
佐賀市久保泉町大字上和泉1848-20

（株）太平環境科学センター佐賀営
業所 伊万里市大坪町甲2526-1-B201

太陽シルバーサービス（株）佐賀営
業所 佐賀市鍋島5-4-15

大成ジオテック（株）佐賀営業所
佐賀市天神2-5-9

（株）大東
佐賀市兵庫町大字渕4325-1

大和産業（株）
佐賀市高木瀬西1-5-19

宝燃料工業（株）佐賀支店
佐賀市諸富町大字諸富津182-7



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

410943 所長 〒849-1303 (長崎県)

中島　崇

410801 代表取締役 〒849-1312 (佐賀県)

森田　直樹

410816 代表取締役 〒849-3221 (佐賀県)

田中　浩二

410946 所長 〒849-0933 (東京都)

井手　健太郎

410812 代表取締役 〒848-0023 (佐賀県)

朝倉　信幸

410814 代表取締役 〒840-0831 (佐賀県)

青山　友之

410806 代表取締役 〒849-0926 (佐賀県)

千綿　浩一郎

410917 所長 〒849-0921 (東京都)

竹内　淑人

410925 所長 〒849-0921 (福岡県)

中村　光俊

410919 店長 〒840-0854 (大阪府)

原田　裕

410945 所長 〒840-0008 (東京都)

今西　泰臣

410922 所長 〒840-0816 (福岡県)

田﨑　兼一

410940 所長 〒840-0054 (東京都)

髙比良　順

410805 代表取締役 〒847-0004 (佐賀県)

中島　喜代美

410903 所長 〒847-0025 (広島県)

赤星　英光

410926 所長 〒849-0937 (神奈川県)

内田　弘高

（株）ダック
鹿島市大字納富分1736-1

（株）タナカ産業
唐津市相知町大野337

タニコー（株）佐賀営業所
佐賀市卸本町4-2スクエア佐賀ビル１階

（株）武田商事鹿島営業所
鹿島市森315

ＴＳＰ太陽（株）佐賀営業所
佐賀市高木瀬西2-15-17-205

ＴＳＰプラス（株）佐賀営業所
佐賀市高木瀬西2-15-17-205

（株）ディエスジャパン佐賀店
佐賀市鍋島6-8-1

（有）中央印刷
伊万里市大坪町丙1243-1

（株）中央楽器
佐賀市松原1-4-5

（株）チワタ
佐賀市若宮3-1-16

東洋警備保障（株）
唐津市養母田字沼503-3

（株）東和テクノロジー佐賀営業所
唐津市宇木3222

トキコシステムソリューションズ
（株）九州支店佐賀営業所 佐賀市鍋島2-9-15

寺岡オートドア（株）佐賀営業所
佐賀市巨勢町牛島201-1

東亜建設技術（株）佐賀営業所
佐賀市駅南本町6-7

（株）東光コンサルタンツ佐賀営業
所 佐賀市水ヶ江4-1-43



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

410815 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

天賀　光広

410918 支店長 〒840-0862 (熊本県)

甲斐　航二郎

510802 代表取締役 〒849-0923 (佐賀県)

永池　明裕

510903 所長 〒847-0861 (長崎県)

野久　総一郎

510911 所長 〒849-0915 (長崎県)

川添　新也

510806 代表取締役 〒849-1304 (佐賀県)

中島　與助

510804 代表取締役 〒849-0937 (佐賀県)

中島　健

510807 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

中島　健太郎

510913 所長 〒849-0923 (長崎県)

家元　昭

510959 所長 〒849-0102 (東京都)

中垣　勇哉

510803 代表取締役 〒849-0917 (佐賀県)

野津　昌彦

510932 支社長 〒849-0922 (福岡県)

小熊　博

510928 支店長 〒849-0923 (福岡県)

岩村　雅之

510941 支店長 〒840-0801 (大阪府)

國本　裕久

510814 代表取締役 〒847-0831 (佐賀県)

有満　文俊

510930 支店長 〒840-0804 (福岡県)

岩橋　修

（公社）長崎県食品衛生協会食品環
境検査センター佐賀営業所 唐津市二タ子1-6-63

（株）長崎日調佐賀営業所
佐賀市兵庫町藤木1192

中島商事（株）
鹿島市大字中村1979

（株）とっぺん
佐賀市鍋島町大字八戸3190-3

富田薬品（株）佐賀支店
佐賀市嘉瀬町大字扇町2477-11

（株）永池
佐賀市高木瀬町大字東高木262-1

（株）ナカムラ消防化学佐賀営業所
佐賀市日の出1-8-3-10

（株）ナガワ佐賀出張所
三養基郡みやき町簑原千入道925-1

南里ポンプ（株）
佐賀市高木瀬町大字長瀬字平尾1965-1

中島厨房（株）
佐賀市鍋島2-13-14

（株）中島薬品
佐賀市鍋島町大字八戸1411-7

ニシハツ（株）
唐津市千々賀140

ニシム電子工業（株）佐賀支店
佐賀市神野東2-2-26

（株）にしけい佐賀支社
佐賀市高木瀬東3-20-1

（株）西日本企画サービス佐賀支店
佐賀市日の出1-19-22

西日本電信電話（株）佐賀支店
佐賀市駅前中央1-8-32



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

510910 所長 〒841-0048 (福岡県)

只隈　満

510935 所長 〒849-0921 (東京都)

二井　英人

510813 代表取締役社長 〒840-0861 (佐賀県)

髙　裕行

510947 支店長 〒849-0919 (東京都)

大坪　武司

510918 所長 〒849-0933 (大阪府)

古澤　清治

510925 支店長 〒849-0937 (福岡県)

光石　昌弘

510921 所長 〒849-0511 (福岡県)

田邊　仁

510922 所長 〒840-0815 (東京都)

内山　竜二

510808 代表取締役社長 〒840-0201 (佐賀県)

野方　嘉孝

610816 代表取締役 〒849-0201 (佐賀県)

原田　烈

610920 所長 〒840-0804 (東京都)

西依　亮

610817 代表社員 〒840-0821 (佐賀県)

塩谷　有弘

610933 支店長 〒840-0804 (東京都)

坂本　大介

610805 代表 〒849-1311 (佐賀県)

蓮把　秀典

610809 代表取締役 〒849-0924 (佐賀県)

原田　一秀

610808 支店長 〒849-0922 (佐賀県)

坂井　宏光

日米電子（株）北部営業所
鳥栖市藤木町1-6

日本通運（株）佐賀支店
佐賀市兵庫北1-4-1

（株）日本インシーク佐賀営業所
佐賀市卸本町4-2

日本乾溜工業（株）佐賀支店
佐賀市鍋島3-10-13

ニチレキ（株）佐賀営業所
佐賀市鍋島町大字森田985-1

（株）日産サティオ佐賀
佐賀市嘉瀬町大字中原1928-2

（株）バイオテックス
佐賀市久保田町大字徳万1853-3

パシフィックコンサルタンツ（株）
佐賀事務所 佐賀市神野東2-8-31大昭ビル

（同）ＢＵＳＳ
佐賀市東佐賀町15-8-11

（株）日本電子佐賀営業所
佐賀市大財1-7-11

日本無線（株）佐賀営業所
佐賀市天神1-2-55

（株）ノガタ
佐賀市大和町大字尼寺2535-1

（株）服巻商事佐賀支店
佐賀市高木瀬東3-13-10

（株）パスコ佐賀支店
佐賀市神野東2-2-1フルカワビル

ハスワスポーツ
鹿島市大字高津原596-1

原田（株）
佐賀市新中町9-11



[県内]

代表者役職

代表者名

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

令和 3年 9月　1日　作成

610802 代表取締役 〒849-1311 (佐賀県)

森田　芳則

610824 代表取締役社長 〒840-0041 (佐賀県)

泉　俊彦

610910 支店長 〒844-0012 (長崎県)

藤田　大輔

610820 代表 〒849-1203 (佐賀県)

定松　克己

610936 営業所長 〒840-0801 (福岡県)

木戸　謙二

610940 佐賀営業所所長 〒842-0032 (大阪府)

中道　俊二

610913 所長 〒849-0937 (福岡県)

今村　浩三

610818 代表取締役 〒849-0918 (佐賀県)

宮原　和弘

610919 支社長 〒840-0801 (東京都)

大友　崇

610908 所長 〒840-0801 (東京都)

波良　裕明

610912 所長 〒840-0857 (東京都)

亀田　修治

610812 代表取締役 〒849-0918 (佐賀県)

福田　真也

610806 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

津村　賢治

610813 代表取締役 〒849-5131 (佐賀県)

山﨑　信二

610811 代表取締役 〒849-0936 (佐賀県)

古川　秀雄

710814 代表取締役 〒849-0924 (佐賀県)

松尾　信正

（株）ピー・シー・ユー
鹿島市大字高津原41-12

（株）ビープラスト
佐賀市城内1-6-10

（株）ファビルス筑肥営業所
佐賀市駅前中央1-10-37

フクシマガリレイ（株）佐賀営業所
神埼郡吉野ヶ里町立野500-12

（株）微研テクノス佐賀支店
西松浦郡有田町桑古場乙2323-4

ビッグサムＤ＆Ｐ
杵島郡白石町大字戸ケ里1786

富士通Ｊａｐａｎ（株）佐賀支店
佐賀市駅前中央1-5-10

富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン（株）佐賀営業所 佐賀市駅前中央1-5-10

（株）フジマック佐賀営業所
佐賀市鍋島町大字八戸1351-2

フクダ電子西部北販売（株）佐賀営
業所 佐賀市鍋島3-4-31

福博印刷（株）
佐賀市兵庫南4-22-40

（株）古川総合印刷
佐賀市鍋島町大字森田881

（株）埋蔵文化財サポートシステム
佐賀市新中町1-7

（株）プライム
佐賀市兵庫南1-20-10

（株）フリーダム
佐賀市鍋島町大字八戸1146-6

（株）ブルーム
唐津市浜玉町浜崎1901-457



[県内]

代表者役職
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710817 代表取締役 〒849-1312 (佐賀県)

松浦　正欣

710808 代表者 〒849-0928 (佐賀県)

松枝　幸則

710823 代表取締役社長 〒840-0801 (佐賀県)

園田　保

710810 代表取締役 〒849-0932 (佐賀県)

佐々木　英吉

710807 代表取締役 〒849-0924 (佐賀県)

坂口　行弘

710914 所長 〒849-0937 (東京都)

馬淵　徳文

710813 取締役社長 〒840-8686 (佐賀県)

井田　建

710802 代表取締役 〒840-0033 (佐賀県)

中尾　一茂

710803 代表取締役 〒849-1311 (佐賀県)

花島　光喜

710801 代表取締役 〒849-1422 (佐賀県)

鈴木　信次

710805 代表取締役 〒847-0112 (佐賀県)

松原　嘉之

710812 代表取締役 〒849-0915 (佐賀県)

川浪　正大

710809 代表取締役 〒847-0083 (佐賀県)

森田　征雄

810909 支店長 〒849-0915 (長崎県)

畑瀬　勝範

810807 代表取締役 〒849-0922 (佐賀県)

堂山　寛

810805 代表取締役 〒848-0045 (佐賀県)

田中丸　紘一郎

（株）マップステーション
佐賀市鍋島町大字八戸溝120-4

（株）マベック
佐賀市新中町11-18

（株）マルゼン佐賀営業所
佐賀市鍋島3-5-8

松浦印刷（株）
鹿島市大字納富分2907-1

松枝商会
佐賀市若楠2-10-24

（株）マツオヒューマンネットワー
ク 佐賀市駅前中央1-9-41

ミドリ安全佐賀（株）
佐賀市光3-12-1

（株）宮園電工
鹿島市大字高津原41-3

（株）ミゾタ
佐賀市伊勢町15-1

（株）森商プレハブ工業
唐津市和多田大土井1-60

（株）明和テクノス
嬉野市塩田町大字谷所甲2382-1

（有）メディクリーン
唐津市佐志南3841

（株）メディック
佐賀市兵庫町大字藤木1433-1

伊万里市松島町424-4

八江農芸（株）西九州支店
佐賀市兵庫町藤木1488-1

（株）山楽
佐賀市高木瀬東三丁目17-17

（株）ヤマシタ
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810905 支店長 〒849-4176 (大阪府)

西川　晃

810803 代表取締役 〒840-0862 (佐賀県)

吉村　松代

810808 代表取締役 〒849-0936 (佐賀県)

吉本　匤廣

810904 支社長 〒840-0815 (福岡県)

古賀　彰

910904 支店長 〒840-0850 (福岡県)

石井　優次

910910 所長 〒840-2106 (東京都)

野元　秀隆

910801 代表取締役 〒840-0804 (佐賀県)

牛島　清豪

910802 代表取締役 〒845-0012 (佐賀県)

藤原　周太郎

980902 執行役員支社長 〒845-8506 (京都府)

村田　憲彦

ヤンマーアグリジャパン（株）有田
支店 西松浦郡有田町原明乙125-1

ワタキューセイモア（株）九州支社
小城市小城町227-2

（株）ローカルメディアラボ
佐賀市神野東2-1-25

ロードライン（株）
小城市小城町池上1844-1

（株）読売広告西部佐賀支社
佐賀市天神1-2-55

（株）菱熱佐賀支店
佐賀市新栄東3-1-3

（株）レンタルのニッケン佐賀営業
所 佐賀市諸富町大字山領字四本松1128-7

吉村空調工業（株）
佐賀市嘉瀬町大字扇町2360

（株）ヨシモト
佐賀市鍋島町大字森田162-6


