
[県外]

代表者役職

代表者名

110978 代表取締役 〒857-0876 (長崎県)

田中　京子

110902 所長 〒810-0013 (東京都)

嶋村　泰弘

110905 代表取締役 〒862-0976 (熊本県)

徳冨　裕明

110908 代表取締役 〒862-0976 (熊本県)

金子　篤

110925 代表取締役 〒812-0039 (福岡県)

松田　清信

110943 代表取締役 〒530-0001 (大阪府)

前田　幸治

110962 支社長 〒812-0011 (神奈川県)

大塚　幸弘

110981 代表取締役 〒802-0003 (福岡県)

木下　彰子

110912 代表取締役 〒810-0004 (福岡県)

青柳　泰一郎

110971 代表取締役 〒732-0068 (広島県)

上里　祐次郎

110928 代表取締役 〒851-0103 (長崎県)

宮﨑　光

110963 代表取締役 〒811-2207 (福岡県)

稲永　明弘

110901 支店長 〒810-0012 (東京都)

古賀　秀一

110921 支社長 〒812-0013 (東京都)

野田　昭彦

110953 事業所長 〒800-0115 (兵庫県)

木﨑　健逸

朝日航洋（株）九州空情支社
福岡市博多区博多駅東3-12-1

アサヒプリテック（株）北九州事業
所 北九州市門司区新門司3-81-5

（株）アクト・ビズ
糟屋郡志免町南里3-11-7

ＩＣＴコンストラクション（株）
福岡市博多区冷泉町5-35

アイテック（株）福岡支店
大阪市北区梅田3-3-10

（株）アイネス九州支社
福岡市博多区博多駅前3-2-1

浅野アタカ（株）九州支店
福岡市中央区白金2-11-9

アオヤギ（株）
福岡市中央区渡辺通2-9-31

（有）アガリシステムサービス
広島市東区牛田新町4-8-13

アクア工学（株）
長崎市中里町1040-1

受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

（株）アウルズ
北九州市小倉北区米町1-3-10一宮ビル7階

令和３年度･令和４年度　入札参加資格者名簿（物品等）

（株）アート・エンジィニアリング
佐世保市塩浜町7-10

（株）アーバントラフィックエンジ
ニアリング福岡事務所 福岡市中央区大宮1-4-34

（株）アール・ケー・ケー・コン
ピューター・サービス 熊本市中央区九品寺1-5-11

（株）ＲＫＫＣＳソフト
熊本市中央区九品寺1-5-11

令和 3年 9月 1日　作成



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

110946 支店長 〒812-0011 (東京都)

野村　宏治

110986 代表取締役 〒108-0014 (東京都)

大隈　太嘉志

110958 代表取締役 〒811-0202 (福岡県)

教正院　康裕

110941 代表取締役 〒143-0023 (東京都)

尻無濱　秀治

110926 代表取締役 〒814-0134 (福岡県)

古賀　功一

110913 代表取締役 〒850-0862 (長崎県)

水元　薫

110970 代表取締役 〒812-0020 (福岡県)

藤本　尚伸

110985 代表取締役 〒733-0842 (広島県)

堀田　剛

110939 支店長 〒812-0011 (東京都)

池田　慎太郎

110966 支店長 〒851-1162 (長崎県)

内堀　隆文

110969 代表取締役 〒810-0001 (福岡県)

井手　修身

110924 代表取締役 〒104-0042 (東京都)

對比地　徳明

110942 代表取締役 〒857-0115 (長崎県)

井手　伸武輔

110951 所長 〒811-1302 (岐阜県)

山城　健二朗

110977 支店長 〒812-0881 (鹿児島県)

村吉　裕樹

110927 代表取締役 〒856-0806 (長崎県)

岩藤　守

（株）イビソク福岡営業所
福岡市南区井尻4-42-25-102

今別府産業（株）福岡支店
福岡市博多区井相田3-25-1

（有）岩藤清掃
大村市富の原1-1512-1

石垣メンテナンス（株）九州支店
福岡市博多区博多駅前1-9-3

（株）イシマル佐世保支店
佐世保市御本町8-2

イデアパートナーズ（株）
福岡市中央区天神4-2-36

（株）井手口
中央区入船3-10-9新富町ビル7階

（有）井手薬品篤伸商事
佐世保市柚木元町2667-8

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート
（株） 大田区山王1-3-5

（株）あんしんサポート
福岡市城南区飯倉1-6-25

（株）イーエムトラスト
長崎市出島町4-4-4F

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ
福岡市博多区対馬小路1-21

（株）イーセル
広島市西区井口5-6-4

アジア航測（株）福岡支店
福岡市博多区博多駅前4-9-2八百治センタービル

（株）明日葉
港区芝4-13-3ＰＭＯ田町東10Ｆ

（有）アトム商事
福岡市東区和白4-23-23



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

110933 代表取締役 〒802-0001 (福岡県)

廣瀨　将則

110988 代表取締役 〒160-0022 (東京都)

須田　純一

110947 支店長 〒811-1311 (東京都)

吉野　健

110934 支社長 〒812-0016 (岡山県)

奥山　道哉

110952 支店長 〒812-0011 (東京都)

中村　幸男

110919 代表取締役社長 〒812-0007 (大阪府)

田所　伸浩

110904 代表取締役 〒454-0825 (愛知県)

内田　裕郎

110974 所長 〒812-0036 (福岡県)

梶山　茂典

110983 代表取締役 〒857-1162 (長崎県)

井手　大士

110975 代表取締役 〒812-0013 (福岡県)

松村　将行

110917 代表取締役 〒501-6303 (岐阜県)

渡辺　勉

110945 代表取締役 〒857-0034 (長崎県)

柗本　淸人

110909 代表取締役 〒870-0951 (大分県)

椎原　邦友

110903 代表取締役 〒860-0844 (熊本県)

福田　誠也

110964 代表取締役 〒530-0011 (大阪府)

秋山　修二

110931 九州支社長 〒812-0011 (東京都)

久保田　浩二

（株）栄広エージェンシー
佐世保市卸本町5-48

栄食メディックス（株）
福岡市博多区博多駅前4-1-1

エコー電子工業（株）
佐世保市万徳町4-18

（株）エスプレス大分
大分市大字下郡字向新地3720-1

（株）エヌ・アイ・ケイ
熊本市中央区水道町14-27

エヌ・ティ・ティ・スマートコネク
ト（株） 大阪市北区大深町3-1

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタ
マサービス（株）九州支社 福岡市博多区博多駅前1-17-21NTTDATA博多駅前ビル

（株）エクス
羽島市舟橋町本町5-32

（株）インタラック西日本
北九州市小倉北区浅野2-17-38

（株）ウィルエージェンシー
新宿区新宿4-3-17ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ7階

ヴェオリア・ジェネッツ（株）九州
支店 福岡市南区横手1-12-48

（株）ウエスコ九州支社
福岡市博多区博多駅南2-4-11

（株）ウォーターテック西日本支店
福岡市博多区博多駅前1-18-6大成博多駅前ビル

（株）魚国総本社九州支社
福岡市博多区東比恵2-9-29

内田工業（株）
名古屋市中川区好本町3-67

エア・ウォーター・マテリアル
（株）福岡事業所 福岡市博多区上呉服町10-1



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

110930 支店長 〒812-0037 (東京都)

野田　隆之

110982 支店長 〒812-0037 (東京都)

磯野　文明

110936 代表取締役 〒850-0875 (長崎県)

中野　一英

110932 代表取締役社長 〒160-0022 (東京都)

深澤　友雄

110937 支店長 〒812-0011 (東京都)

大西　正義

110990 代表取締役 〒812-0011 (福岡県)

佐藤　歩

110929 執行役員九州支社長 〒810-0004 (東京都)

齋藤　武

110973 企画総務部長 〒812-0013 (大阪府)

城　洋之

110959 代表取締役 〒590-0984 (大阪府)

鈴木　宏隆

110972 代表取締役 〒850-0056 (長崎県)

藤原　正義

110914 所長 〒735-0055 (東京都)

鈴木　裕之

110911 支店長 〒811-2304 (東京都)

左右田　啓志

110957 代表取締役 〒815-8533 (福岡県)

小林　勝

110989 代表取締役 〒857-0803 (長崎県)

宇野　隆徳

110950 リース営業部長 〒108-8407 (東京都)

前島　弘行

110922 代表取締役 〒163-1435 (東京都)

前多　俊宏

ＭＭＣダイヤモンドファイナンス
（株）リース営業部 港区芝5-34-6

（株）エムティーアイ
新宿区西新宿3-20-2

（株）エフピー
佐世保市勝富町6-8

ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株）
新宿区新宿2-13-12

ＮＴＴ・ＴＣリース（株）九州支店
福岡市博多区博多駅前2-2-1

（株）エヌ・ティ・ティ・データ九
州 福岡市博多区博多駅前1-17-21

（株）ＮＴＴドコモ九州支社
福岡市中央区渡辺通2-6-1

（株）ＮＴＴフィールドテクノ九州
支店 福岡市博多区博多駅東2-3-1

ＮＤネットサービス（有）
堺市堺区神南辺町2-90-5

ＮＢＣ情報システム（株）
長崎市恵美須町4-5

荏原実業（株）広島事務所
広島市東区東蟹屋町15-3広島エイトビル

荏原冷熱システム（株）九州支店
糟屋郡粕屋町仲原2648

（株）ＦＣＣテクノ
福岡市南区高宮1-1-20電算ビル

（株）ＮＤＫＣＯＭ
長崎市栄町5-11

ＮＥＣキャピタルソリューション
（株）九州支店 福岡市博多区御供所町1-1

ＮＥＣネッツエスアイ（株）九州支
店 福岡市博多区御供所町1-1



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

110940 代表取締役 〒790-0045 (愛媛県)

森　正彦

110918 代表取締役 〒101-0047 (東京都)

渡部　晴夫

110956 代表取締役 〒812-0007 (福岡県)

出利葉　勝則

110949 代表取締役 〒468-0056 (愛知県)

三宅　正貢

110979 代表取締役 〒859-3211 (長崎県)

木須　勇三

110910 代表取締役 〒851-0134 (長崎県)

濵口　晴樹

110907 代表取締役社長 〒870-0037 (大分県)

加藤　健

110960 代表取締役 〒818-0104 (福岡県)

星野　幸蔵

110984 代表取締役 〒811-2304 (福岡県)

大谷　勝己

110965 支店長 〒812-0011 (東京都)

瀧場　誠

110976 代表取締役 〒815-0081 (福岡県)

城野　正明

110938 営業部長 〒810-0072 (東京都)

古賀　真之

110948 支社長 〒810-0001 (東京都)

岡田　佳之

110987 所長 〒814-0141 (愛媛県)

三瀬　堅司

210949 代表取締役 〒162-0844 (東京都)

妹尾　潤

210939 代表取締役 〒369-0112 (埼玉県)

加藤　剛也

（株）大塚商会九州支店
福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル8F

（株）オートメイション・テクノロ
ジー 福岡市南区那の川1-24-1

ＯＫＩクロステック（株）九州支社
別館 福岡市中央区長浜1-1-35新ＫＢＣビル

沖電気工業（株）九州支社
福岡市中央区天神2-13-7

（株）乙媛印刷社福岡営業所
福岡市城南区西片江2-16-8-202

（株）会議録研究所
新宿区市谷八幡町16

（株）会議録センター
鴻巣市鎌塚1-4-12

大谷化学工業（株）
糟屋郡粕屋町大字仲原2567

（株）えむぼま
松山市余戸中4-5-43

（株）ＬＳＩメディエンス
千代田区内神田1-13-4

（株）エルコムジャパン
福岡市博多区東比恵3-31-11

（株）エレックス極東
名古屋市天白区島田3-608-1

（株）円伸製作所
佐世保市早苗町1189-1

扇精光ソリューションズ（株）
長崎市田中町585-5

（株）オーイーシー
大分市東春日町17-57

（株）オークラ
太宰府市通古賀4-5-3都府楼ガーデンハイツ105



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）
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令和 3年 9月 1日　作成

210935 代表取締役 〒214-0013 (神奈川県)

松井　隆幸

210915 代表取締役 〒761-0196 (香川県)

鎌田　長明

210951 代表取締役社長兼CEO 〒573-0032 (大阪府)

増田　宗昭

210904 支店長 〒812-0013 (福岡県)

貴戸　秀徳

210917 代表取締役 〒857-0852 (長崎県)

外間　広志

210937 代表取締役 〒755-0192 (山口県)

白井　義美

210914 代表取締役 〒700-0035 (岡山県)

友野　泰志

210918 代表取締役 〒010-0013 (秋田県)

江畑　佳明

210945 代表取締役 〒141-0031 (東京都)

福吉　潤

210933 代表取締役 〒810-0011 (福岡県)

久木元　孝行

210909 理事長 〒810-0004 (福岡県)

髙木　直人

210963 代表取締役 〒860-0047 (熊本県)

瀧澤　盛夫

210921 代表取締役 〒877-0053 (大分県)

頓宮　正敏

210955 代表取締役社長 〒862-0956 (熊本県)

鯵川　太司

210962 所長 〒830-0023 (福岡県)

初田　忠浩

210946 代表取締役 〒814-0001 (福岡県)

吉田　徳昭

（公財）九州経済調査協会
福岡市中央区渡辺通2-1-82

（株）九州ソフタス
熊本市西区春日2-3-1牧野ビル3階

（株）九州体育施設
日田市大字高瀬1005-1

九州テクニカルメンテナンス（株）
熊本市東区健軍1-38-1

（株）九州ひかりのくに久留米営業
所 久留米市中央町15-3

（株）九州日立システムズ
福岡市早良区百道浜2-1-1

（株）キューコーリース
福岡市中央区高砂2-10-1

カルチュア・コンビニエンス・クラ
ブ（株） 枚方市岡東町12-2

環境テクノス（株）福岡支店
福岡市博多区博多駅東1-10-23

環境リサイクルエネルギー（株）
佐世保市干尽町3-47

（株）ぎじろくセンター
宇部市大字西岐波1540-12

（株）議事録発行センター
岡山市北区高柳西町1-23

北日本コンピューターサービス
（株） 秋田市南通築地15-32

（株）キャンサースキャン
品川区西五反田1-3-8

鎌長製衡（株）九州支店
高松市牟礼町牟礼2246

（株）加速器分析研究所
川崎市多摩区登戸新町129-1



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）
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210901 代表取締役 〒862-0911 (熊本県)

福田　博

210971 代表取締役 〒812-0013 (福岡県)

大野　征博

210960 代表取締役社長 〒810-0001 (福岡県)

岩﨑　和人

210934 代表取締役 〒810-0001 (福岡県)

神山　勝司

210903 代表取締役 〒836-0057 (福岡県)

久留須　智子

210923 支社長 〒814-0001 (東京都)

竹村　眞

210931 代表取締役 〒663-8545 (兵庫県)

布原　達也

210956 所長 〒812-0011 (大阪府)

内村　孝

210927 代表取締役社長 〒861-8044 (熊本県)

松尾　洋

210922 代表取締役 〒864-0057 (熊本県)

坪井　敏

210919 代表取締役 〒815-0041 (福岡県)

奥薗　眞智子

210968 代表取締役 〒802-0014 (福岡県)

安部　高子

210926 代表取締役 〒802-0031 (福岡県)

新原　一平

210958 代表取締役 〒208-0023 (東京都)

深澤　重幸

210910 代表取締役 〒700-0952 (岡山県)

荻野　良

210908 代表取締役 〒812-0007 (福岡県)

畑田　良伊

（株）ケイエス
北九州市小倉北区赤坂海岸9-8

ＫＳＳ（株）
武蔵村山市伊奈平1-70-2

（株）ケイエルシステム
岡山市平田117-120

（株）ＫＲＣ
福岡市博多区東比恵2-7-18

クボタ機工（株）九州営業所
福岡市博多区博多駅前3-2-8

（株）くまもと健康支援研究所
熊本市東区神園2-1-1

（株）クリーン発酵九州
荒尾市大島1738-2

クリンテック（株）
福岡市南区野間2-11-1-301

（株）ケィ・ビー・エス
北九州市小倉北区砂津1-2-13

（株）ＱＴｎｅｔ
福岡市中央区天神1-12-20

（株）ＱＴｍｅｄｉａ
福岡市中央区天神1-4-2

共栄環境開発（株）
大牟田市汐屋町5-15

（株）ぎょうせい九州支社
福岡市早良区百道浜2-4-27ＡＩビル2階

極東開発工業（株）
西宮市甲子園口6-1-45

キュウセツＡＱＵＡ（株）
福岡市博多区博多駅東1-3-10

（株）九州みらい研究所
熊本市東区健軍4-13-2



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

210941 支店長 〒810-0001 (東京都)

宇賀神　満則

210942 代表取締役 〒130-0026 (東京都)

砂田　昌彦

210916 代表取締役社長 〒538-0053 (大阪府)

川﨑　義徳

210930 代表取締役 〒812-0044 (福岡県)

安田　光太郎

210969 代表社員 〒800-0056 (福岡県)

坂本　久見子

210906 代表取締役 〒812-0892 (福岡県)

加治木　英隆

210950 代表取締役 〒650-0012 (兵庫県)

藤岡　亮介

210961 支店長 〒812-0018 (東京都)

畝尾　和俊

210947 取締役営業統括部長 〒363-0002 (埼玉県)

曽志崎　稔

210959 代表取締役社長 〒154-8530 (東京都)

羽田　寛

210913 代表取締役 〒812-0872 (福岡県)

築山　邦弘

210972 支店長 〒812-0027 (東京都)

主藤　徹郎

210970 代表取締役 〒181-0013 (東京都)

佐藤　弘人

210973 所長 〒813-0024 (奈良県)

和泉　亮

310905 所長 〒812-0013 (東京都)

林　雅保

310913 代表取締役 〒859-3223 (長崎県)

佐々木　兵太

神戸綜合速記（株）
神戸市中央区北長狭通4-3-8

西海水処理（株）
佐世保市広田2-196-12

郡リース（株）福岡支店
福岡市博多区住吉3-1-1富士フィルム福岡ビル

国際チャート（株）本社
桶川市赤堀1-30

国土情報開発（株）
世田谷区池尻2-7-3

（株）コスモリサーチ
福岡市博多区春町2-8-9

コトブキシーティング（株）九州支
店 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

（株）コミクリ
三鷹市下連雀3-38-16スマート・パーク三鷹

小山（株）福岡営業所
福岡市東区名子3-4-35

（株）サーベイリサーチセンター九
州事務所 福岡市博多区博多駅東2-6-26

（株）現代けんこう出版
墨田区両国1-12-8

光伸（株）福岡営業所
大阪市鶴見区鶴見6-9-26

（株）光進ガードシステム
福岡市博多区千代4-17-27

合同会社競輪企画
北九州市門司区西新町2-12-26

コウフ・フィールド（株）
福岡市博多区東那珂2-19-25

（株）ケー･デー・シー西日本支店
福岡市中央区天神3-11-20天神エフビル



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

310962 代表取締役 〒369-1871 (埼玉県)

岸本　穂

310950 代表取締役社長 〒811-0322 (福岡県)

坂本　博志

310973 代表取締役 〒542-0066 (大阪府)

村田　吉優

310975 代表取締役 〒814-0144 (福岡県)

上田　和憲

310976 部長 〒553-0005 (東京都)

倉田　治之

310957 代表取締役 〒818-0003 (福岡県)

眞鍋　朋美

310955 代表取締役 〒650-0015 (兵庫県)

谷村　朋昭

310974 代表取締役 〒861-8043 (熊本県)

深水　弘一

310928 支店長 〒804-0002 (福岡県)

德光　昌己

310901 取締役 〒811-1314 (福岡県)

岡　隆之

310946 代表取締役 〒861-8035 (熊本県)

石炭　行信

310949 代表取締役 〒551-0023 (大阪府)

山梶　章

310968 所長 〒813-0032 (東京都)

大畑　賢三

310916 支店長 〒812-0016 (大阪府)

藤田　満

310932 代表取締役 〒838-0124 (福岡県)

新田　五常

310943 所長 〒811-0202 (広島県)

谷口　和文
山陽マーク（株）福岡製作所

福岡市東区和白2-5-30

山九（株）北九州支店
北九州市戸畑区中原先の浜46-51

三共アメニテクス（株）福岡支店
福岡市南区的場1-13-6

（株）三計テクノス
熊本市東区御領5-10-20

三晃工業（株）
大阪市大正区鶴町2-15-26

（株）三商
福岡市東区土井2-43-8

三精工事サービス（株）九州支店
福岡市博多区博多駅南4-8-21

（株）サンヨウ
小郡市古飯764-1

山王（株）
熊本市東区戸島西5-5-57

（有）サイシン広告
秩父市下影森4057-11

西戸崎興産（株）
福岡市東区大岳2-1-1

（株）サイネックス
大阪市天王寺区上本町5-3-15

サイブ（株）
福岡市城南区梅林2-11-14

さくら情報システム（株）法人事業
本部営業第3部第2グループ 大阪市福島区野田6-5-20大阪ダイヤビルディング10F

佐和屋産業（株）
筑紫野市大字山家4055-1

（株）サン・ライティング
神戸市中央区多聞通3-3-16甲南第1ビル1101



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

310931 代表取締役 〒163-1477 (東京都)

善田　高志

310954 支店長 〒532-0003 (京都府)

古川　輝雄

310944 代表取締役社長 〒808-0021 (福岡県)

中西　智彦

310956 支店長 〒850-0057 (福岡市)

田口　直幹

310963 支店長 〒812-0024 (東京都)

坪内　潔

310919 代表取締役 〒820-0701 (福岡県)

長岡　敦史

310959 本部長 〒812-0011 (東京都)

金子　潤二

310921 常務執行委員水島製造所長〒712-8074 (東京都)

桐谷　厚志

310972 代表取締役 〒102-0071 (東京都)

渡辺　俊太郎

310965 支店長 〒810-0072 (神奈川県)

後藤　智博

310945 専務取締役 〒100-8341 (東京都)

依田　茂

310933 代表取締役 〒852-8011 (長崎県)

井上　達

310952 支店長 〒812-0034 (東京都)

青木　隆典

310936 代表取締役 〒810-0022 (福岡県)

水口　建二郎

310912 代表理事 〒857-1164 (長崎県)

奥野　良功

310927 支店長 〒810-0001 (東京都)

持田　美枝

（株）ＪＰＦ
千代田区富士見2-4-11クアルソフジミ4F

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業
システム西日本支店 福岡市中央区長浜1-1-1ＫＢＣビル9階

（株）ＪＥＣＣ
千代田区丸の内3-4-1新国際ビル

（株）システック井上
長崎市稲佐町3-3

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

（株）システムビィー・アルファ
福岡市中央区薬院3-16-26

自然環境保全事業協同組合
佐世保市白岳町954-2

シダックス大新東ヒューマンサービ
ス（株）九州・沖縄支店 福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル3階

ＪＦＥ条鋼（株）水島製造所
倉敷市水島川崎通1-5-2

（株）ジーエスエフ
新宿区西新宿3-20-2

（株）Ｇ－Ｐlace大阪支店
大阪市淀川区宮原4-1-14住友生命新大阪北ビル13階

（株）ジェイ・リライツ
北九州市若松区響町1-62-17

ＪＲ九州エージェンシー（株）長崎
支店 長崎市大黒町14-15ホテルニュー長崎B1F

ＪＲＣシステムサービス（株）九州
支店 福岡市博多区綱場町4-1

（株）ジェイ・イー
飯塚市長尾661

（株）ジェイエスキューブ第七営業
本部 福岡市博多区博多駅前4-4-15博多駅前Ｈ44ビル4階



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

310922 代表取締役 〒901-2223 (沖縄県)

下地　勝也

310977 代表取締役 〒811-2221 (福岡県)

篠原　寛道

310941 代表取締役 〒550-0002 (大阪府)

中尾　裕也

310910 支店長 〒812-0039 (京都府)

吉田　祐一

310925 代表者 〒852-8107 (東京都)

杉本　敬

310904 代表取締役 〒615-0851 (京都府)

藤原　壮督

310958 代表取締役社長 〒151-8404 (東京都)

西川　望

310953 代表取締役 〒812-0020 (福岡県)

秀嶋　克仁

310970 代表取締役 〒818-0041 (福岡県)

藤井　良昭

310967 代表取締役 〒800-0039 (福岡県)

田立　稔

310935 支社長 〒812-0027 (東京都)

相川　純一

310926 支社長 〒812-0044 (広島県)

関谷　憲一

310908 所長 〒812-0897 (兵庫県)

出口　恒二

310903 所長 〒861-0814 (東京都)

野田　学

310947 支店長 〒812-0041 (東京都)

宮﨑　龍一

310929 支店長 〒810-0001 (東京都)

荒巻　敏美

（株）秀電社
福岡市博多区対馬小路9-23

修理工房宰匠（株）
筑紫野市上古賀3-2-16クリエイション・コア福岡101

消防設備保守管理（株）
北九州市門司区中町2-4

昭和（株）九州支社
福岡市博多区下川端町3-1

新川電機（株）九州支社佐賀オフィ
ス 福岡市博多区千代4-1-33西鉄千代県庁口ビル4Ｆ

新明和アクアテクサービス（株）九
州センター 福岡市博多区半道橋1-2-1

シンレキ工業（株）九州事業所
玉名郡南関町肥猪4001-3

（株）水機テクノス九州支店
福岡市博多区吉塚1-27-17

水ｉｎｇエンジニアリング（株）九
州支店 福岡市中央区天神3-9-25

シフトプラス（株）
大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービル8階

（株）島津製作所九州支店
福岡市博多区冷泉町4-20島津博多ビル4階

蛇の目ミシン工業（株）長崎支店
長崎市浜口町3-8

（株）ジャパンインターナショナル
総合研究所 京都市右京区西京極西池田町9-5西京極駅前ビル6階

ジャパンシステム（株）
渋谷区代々木1-22-1

篠原製本（株）
糟屋郡須恵町大字旅石60-22

（株）シナジー
宜野湾市大山7-10-14-3F



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

310907 代表取締役 〒612-8371 (京都府)

井上　喜代志

310934 取締役支店長 〒839-0809 (東京都)

釘嶋　学

310948 支店長 〒812-0025 (東京都)

加島　喜裕

310915 代表取締役 〒734-0013 (広島県)

巣守　佳之

310961 代表取締役 〒535-0002 (大阪府)

花木　教行

310940 代表取締役 〒150-0001 (東京都)

尾関　一郎

310918 代表取締役 〒810-0011 (福岡県)

井上　宗洋

310920 支店長 〒812-0853 (千葉県)

上米良　剛史

310909 支店長 〒812-0042 (北海道)

橋本　雅士

310938 室長 〒170-0004 (東京都)

平山　正人

310914 代表取締役 〒461-0005 (愛知県)

津田　郁夫

310906 代表取締役 〒105-7529 (東京都)

今井　康之

310960 代表取締役 〒940-0071 (新潟県)

反町　秀樹

410928 支店長 〒810-0022 (東京都)

戸井田　一則

410941 代表取締役 〒804-0071 (福岡県)

宮原　知二

410962 代表取締役社長 〒107-8560 (東京都)

田中　英弥

（株）セレスポ生涯スポーツ推進室
豊島区北大塚1-21-5

（株）宣通
名古屋市東区東桜2-16-27

ソフトバンク（株）
港区海岸1-7-1

ソリマチ（株）
長岡市表町1-4-24

第一環境（株）九州・沖縄支店
福岡市中央区薬院4-3-5

第一警備保障（株）佐賀支社
北九州市戸畑区川代2-1-2

第一法規（株）
港区南青山2-11-17

（株）セラビ福岡支店
福岡市博多区豊1-4-30

（株）スポーツテクノ和広九州支店
久留米市東合川1-5-27

住友重機械エンバイロメント（株）
福岡支店 福岡市博多区店屋町8-30

巣守金属工業（株）
広島市南区出島1-34-7

青光（株）
大阪市旭区大宮2-10-11

セコム(株)
渋谷区神宮前1-5-1

（株）設備保守センター
福岡市中央区高砂2-10-1

セノー（株）福岡支店
福岡市博多区平尾3-1-32

（株）スタジオ三十三
京都市伏見区竹田松林町11



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

410944 代表取締役 〒812-0055 (福岡県)

三宅　孝一

410957 代表取締役 〒816-0911 (福岡県)

山口　耕平

410959 代表取締役会長兼社長 〒810-0004 (福岡県)

狩野　伸彌

410904 支社長 〒810-0004 (大阪府)

谷本　政樹

410947 代表取締役 〒839-0252 (福岡県)

高山　美喜男

410936 福岡事務所長 〒812-0016 (大分県)

木下　晋介

410938 所長 〒812-0007 (埼玉県)

飯田　俊也

410931 支社長 〒812-0038 (大阪府)

岩﨑　芳昭

410948 代表取締役社長 〒810-0072 (福岡県)

吉武　宗之

410949 支店長 〒812-0892 (広島県)

田上　明典

410956 支店長 〒810-0062 (東京都)

青木　勝幸

410916 支店長 〒812-0013 (東京都)

八谷　洋之

961410 営業本部副本部長兼西日本営業部長〒815-0031 (東京都)

江浦　薫

410939 代表取締役社長 〒320-8644 (栃木県)

飯塚　真規

410910 支店長 〒810-0014 (北海道)

本多　弘明

410906 代表取締役 〒733-0834 (広島県)

内海　良夫
（株）データホライゾン

広島市西区草津新町1-21-35広島ミクシスビル

中央復建コンサルタンツ（株）九州
支社 福岡市博多区祗園町4-61FORECAST博多祇園

中央物産（株）
福岡市中央区長浜2-4-1東芝福岡ビル2階

中外テクノス（株）九州支店
福岡市博多区東那珂2-20-35

月島テクノメンテサービス（株）九
州支店 福岡市中央区荒戸2-1-5

都築電気（株）九州支店
福岡市博多区博多駅東1-11-5

（株）ＤＮＰプランニングネット
ワーク 福岡市南区清水2-15-11ＤＮＰ福岡第2ビル2階

（株）ＴＫＣ
宇都宮市鶴田町1758

（株）データベース九州支店
福岡市中央区平尾5-14-31-303

地中エンジニアリング（株）九州営
業所 福岡市博多区東比恵3-4-2

（株）ＴＩＥＳ
大野城市大城5-21-21

太平ビルサービス（株）
福岡市中央区渡辺通2-4-8

大和リース（株）福岡支社
福岡市中央区渡辺通4-1-36

（有）高山製作所
柳川市大和町栄104

（株）地域科学研究所福岡事務所
福岡市博多区博多駅南1-8-31九州ビル

タイキ薬品工業（株）
福岡市東区東浜1-9-4



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

410913 代表取締役 〒812-0016 (福岡県)

堤　和則

410934 代表取締役 〒804-0012 (福岡県)

日野　哲雄

410964 取締役福岡支店長 〒815-0081 (熊本県)

久保田　賢二

410960 代表取締役 〒804-0044 (福岡県)

前島　和也

410927 代表取締役 〒810-8675 (福岡県)

鈴木　亨

410929 支店長 〒812-0007 (大阪府)

吉田　忠司

410923 代表取締役 〒103-0027 (東京都)

米田　英輝

410963 支社長 〒810-0022 (東京都)

大西　史敏

410914 執行役員　岡山工場長 〒712-8585 (東京都)

國米　博之

410933 部長 〒812-0013 (東京都)

伊藤　卓朗

410958 代表取締役 〒105-0003 (東京都)

清野　英俊

410950 所長 〒857-0192 (長崎県)

佐々木　務

410953 支社長 〒810-8555 (神奈川県)

村田　茂

410954 支社長 〒812-0072 (神奈川県)

葛城　弘樹

410924 所長 〒810-0072 (東京都)

吉岡　義成

410907 執行役員支店長 〒812-0016 (東京都)

平尾　亮一

東京テレメッセージ（株）
港区西新橋2-35-2

東七（株）佐賀第二営業所
佐世保市瀬戸越4-1318-1

東芝インフラシステムズ（株）九州
支社 福岡市中央区長浜2-4-1

東芝エレベータ（株）九州支社
福岡市中央区長浜2-4-1東芝福岡ビル5階

東芝通信インフラシステムズ（株）
九州営業所 福岡市中央区長浜2-4-1

東テク（株）九州支店
福岡市博多区博多駅南4-10-8

東京センチュリー（株）福岡営業部
福岡市博多区博多駅東2-5-1アーバンネット博多ビル

デュプロ（株）
福岡市博多区博多駅南1-5-28

電協産業（株）
北九州市戸畑区中原東4-2-1

（株）電盛社
福岡市南区那の川1-3-6

（株）テンゼン
北九州市戸畑区菅原2-1-13

（株）電通九州
福岡市中央区赤坂1-16-10

東海リース（株）福岡支店
福岡市博多区東比恵3-4-2

東京インタープレイ（株）
中央区日本橋2-10-8

東京書籍（株）九州支社
福岡市中央区薬院1-17-28トッパンビル7階

東京製鐵（株）岡山工場
倉敷市南畝4-1-1



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

410935 代表取締役 〒983-0833 (宮城県)

花角　潤一

410955 所長 〒812-0881 (鹿児島県)

松永　亮介

410902 代表取締役 〒814-0103 (福岡県)

山田　浩之

410920 代表取締役 〒854-0062 (長崎県)

池本　学

410915 代表取締役 〒140-0013 (東京都)

中三川　和則

410942 代表取締役 〒107-0052 (東京都)

吉村　利一

410951 代表取締役 〒102-0094 (東京都)

山村　健一郎

410921 事務所長 〒810-0001 (東京都)

伊藤　次男

410932 代表取締役 〒651-0086 (兵庫県)

宮崎　正伸

410952 支店長 〒800-0351 (東京都)

吉見　一樹

410911 代表取締役 〒112-8632 (東京都)

細川　博史

410909 本部長 〒812-0011 (東京都)

井上　孝之

410937 代表取締役 〒859-6404 (長崎県)

朝永　豊

510956 所長 〒812-0013 (山梨県)

丸山　勝彦

510937 代表取締役 〒852-8156 (長崎県)

荒木　健治

510958 代表取締役 〒496-0045 (愛知県)

長田　一郎
長田広告（株）

津島市東柳原町5-5-1

長崎地域電力（株）
長崎市赤迫3-2-20

（株）東和ケミカル営業本部
諫早市小船越町513-2

トータリゼータエンジニアリング
（株） 品川区南大井6-20-14

（株）トータル・リアルティ・アド
バイザーズ 港区赤坂3-21-21-6階

（株）トータルメディア開発研究所
千代田区紀尾井町3-23

（有監）トーマツ福岡事務所
福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ

（株）ドーン
神戸市中央区磯上通2-2-21三宮グランドビル5階

（株）トキワ九州支店
京都郡苅田町京町1-5-1

（株）図書館流通センター
文京区大塚3-1-1

トッパン・フォームズ（株）西日本
事業部第一営業本部 福岡市博多区博多駅前4-4-15

朝永エンジニアリング（株）
佐世保市世知原町太田600-1

（株）内藤ハウス福岡営業所
福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル402

（株）東洋システム
福岡市城南区鳥飼5-13-31

（株）東北議事録センター
仙台市宮城野区東仙台1-18-21

（株）東洋環境分析センター福岡事
業所 福岡市博多区井相田3-5-10



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

510954 支店長 〒812-0016 (大阪府)

小谷　雅人

510914 支店長 〒812-0013 (愛知県)

増本　勝巳

510926 支社長 〒810-0011 (東京都)

関屋　保澄

510944 事業理事 〒812-0013 (福岡県)

末松　紘右

510942 所長 〒812-0051 (大阪府)

川原　裕輝

510929 代表取締役社長 〒812-0044 (福岡県)

丹山　裕和

510949 代表取締役 〒800-0206 (福岡県)

工藤　正之

510917 代表取締役 〒810-0021 (福岡県)

野上　淳一

510940 支店長 〒811-1311 (東京都)

仲元寺　宣明

510952 代表取締役 〒101-8688 (東京都)

森　信介

510902 代表取締役社長 〒531-0076 (大阪府)

米谷　素明

510906 代表取締役 〒816-0905 (福岡県)

松浦　豊喜

510939 代表取締役 〒102-8117 (東京都)

朝倉　博樹

510957 代表取締役 〒839-0809 (福岡県)

田篭　賢三

510905 支店長 〒812-0011 (東京都)

田中　伴治

510950 支店長 〒812-0011 (石川県)

吉田　和宏

西尾レントオール（株）ＲＡ福岡営
業所 福岡市東区箱崎ふ頭5-8-32

西鉄情報システム（株）
福岡市博多区千代4-1-33

西日本エレベータ（株）
北九州市小倉南区葛原東1-2-22

日成ビルド工業（株）福岡支店
福岡市博多区博多駅前3-22-8朝日生命博多駅前ビル5階

（株）西日本リサーチ・センター
福岡市中央区今泉1-4-1

（株）西原環境九州支店
福岡市南区横手1-12-48

（株）ニチイ学館
千代田区神田駿河台2-9

（株）日米クック
大阪市北区大淀中1-17-22

（株）ニック
大野城市川久保3-1-23

（株）日建設計総合研究所
千代田区飯田橋2-18-3

（株）ニッコー
久留米市東合川5-2-21コーシンビル2階

日清医療食品（株）福岡支店
福岡市博多区博多駅前4-14-1博多深見パークビルディング11階

（株）中西製作所九州支店
福岡市博多区博多駅南5-9-24

中日本航空（株）福岡支店
福岡市博多区博多駅東1-14-33

（株）中庭測量コンサルタント福岡
支社 福岡市中央区高砂2-6-4

（学）中村学園中村学園事業部
福岡市博多区博多駅東1-1-7



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

510943 所長 〒830-0002 (東京都)

山口　浩一

510953 支店長 〒812-0034 (東京都)

掛橋　和雄

510934 常務執行役員支店長 〒812-0025 (東京都)

澤近　広司

510919 支社長 〒812-0018 (東京都)

大下　雅弘

510927 支店長 〒812-8626 (東京都)

菅原　一郎

510923 代表取締役社長 〒108-8275 (東京都)

平田　和稔

510920 所長 〒810-0004 (神奈川県)

宮田　正門

510955 代表取締役社長 〒818-0114 (福岡県)

田中　弘行

510931 理事長 〒162-0843 (東京都)

北村　邦夫

510904 支局長 〒816-0943 (神奈川県)

野田　誠一郎

510938 代表取締役 〒662-0911 (兵庫県)

降矢　直樹

510901 支社長 〒814-0002 (東京都)

蔵田　英之

510924 支店長 〒812-0043 (愛知県)

依藤　敏明

510912 代表取締役 〒103-0012 (東京都)

市川　敏一

510916 代表取締役 〒730-0802 (広島県)

渡部　彰

510936 代表取締役 〒140-0002 (東京都)

家近　茂

（株）日本管財環境サービス九州支
店 西宮市池田町9-7

（一財）日本気象協会九州支社
福岡市早良区西新1-10-27

日本空調サービス（株）九州支店
福岡市博多区堅粕3-14-7

日本国民食（株）
中央区日本橋堀留町2-4-3

（株）日本斎苑
広島市中区本川町2-1-9日宝本川町ビル8階

日本システムケア（株）
品川区東品川2-3-12

（一財）日本環境衛生センター西日
本支局 大野城市白木原3-5-11

日通商事（株）佐賀久留米営業セン
ター 久留米市高野2-6-19

日通リース＆ファイナンス（株）福
岡支店 福岡市博多区下呉服町1-1日通ビル6階

日東工営（株）九州支店
福岡市博多区店屋町1-35博多三井ビル2号館

日本事務器（株）九州支社
福岡市博多区住吉1-2-25

日本電気（株）九州支社
福岡市博多区御供所町1-1

日本トーター（株）
港区港南2-16-1

日本ピーマック（株）九州営業所
福岡市中央区渡辺通5-14-12南天神ビル

日本マグネティックス（株）
太宰府市北谷ソイラ716-2

（一社）日本家族計画協会
新宿区市谷田町1-10保健会館新館



[県外]

代表者役職

代表者名
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510948 支店長 〒816-0932 (東京都)

今古賀　達生

510951 代表取締役 〒102-0072 (東京都)

竹野　博己

510908 代表 〒812-0013 (愛知県)

藤井　文彦

510915 代表取締役 〒857-1164 (長崎県)

里元　勝久

510907 九州事業所長 〒861-2106 (埼玉県)

篠﨑　準二

510945 代表取締役　社長執行役員〒135-8622 (東京都)

榎本　修次

510933 代表取締役社長 〒103-0012 (東京都)

藤原　悌

610935 部長 〒810-0001 (東京都)

栗城　健

610921 代表取締役 〒240-0004 (神奈川県)

脇本　実

610924 代表取締役 〒450-0003 (愛知県)

井上　正巳

610930 九州支店長 〒812-0013 (東京都)

山本　友由樹

610931 九州支店長 〒812-0013 (東京都)

山本　友由樹

610925 代表取締役 〒883-0015 (宮崎県)

穂野　豊

610945 支店長 〒869-3601 (大阪府)

内山　朋之

610911 支店長 〒810-0022 (大阪府)

戸田　庄一

610909 支店長 〒812-0016 (東京都)

榎本　幸治

パナソニック産機システムズ（株）
九州支店 福岡市博多区博多駅南4-6-23

パナソニックＬＳエンジニアリング
（株）九州支店 福岡市中央区薬院3-1-24

（株）ネックス
佐世保市白岳町954-2

ノダック（株）九州事業所
熊本市東区東野4-1-3

（株）乃村工藝社
港区台場2-3-4

野村興産（株）
中央区日本橋堀留町2-1-3

パーソルテンプスタッフ（株）九州
営業部 福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡4階

ハーベストネクスト（株）
横浜市保土ケ谷区岩間町2-120

バイザー（株）
名古屋市中村区名駅南2-14-19

ハガクレフード（株）九州支店
福岡市博多区博多駅東2-4-15博多ＤＫビル3階

葉隠勇進（株）九州支店
福岡市博多区博多駅東2-4-15博多ＤＫビル3F

（株）パシフィックシステム
日向市永江町1-105

八光海運（株）熊本支店
上天草市大矢野町登立3355-1

Ｎｅｘｔ－ｉ（株）九州支店
福岡市博多区博多駅東1-12-5

日本調理機（株）九州支店
大野城市瓦田4-15-30

日本ベンダーネット（株）
千代田区飯田橋4-8-3



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

610902 社長 〒812-0036 (福岡県)

古賀　司郎

610927 代表取締役 〒337-0044 (埼玉県)

林田　廣一

610901 代表取締役 〒859-3617 (長崎県)

原　隆

610932 代表取締役 〒554-0014 (大阪府)

田中　渉

610923 代表取締役 〒103-0025 (東京都)

近藤　雅人

610917 代表取締役社長 〒810-0044 (福岡県)

田中　功

610907 代表取締役 〒811-1314 (福岡県)

樋口　哲也

610942 支社長 〒812-0036 (東京都)

檜山　仁

610905 支店長 〒812-0039 (東京都)

沢田　健

610944 代表取締役 〒811-1302 (福岡県)

藤田　和博

610903 代表取締役 〒810-0001 (福岡県)

内山　守太

610946 代表取締役社長 〒813-0044 (福岡県)

山野　達也

610926 支店長 〒811-1311 (東京都)

吉田　高文

610934 代表取締役社長 〒211-0012 (神奈川県)

小林　俊範

610922 部長 〒811-1311 (神奈川県)

小美濃　幹則

610941 九州支店長 〒812-8510 (神奈川県)

藤原　秀聡

（株）富士通エフサス
川崎市中原区中丸子13-2

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

富士通ネットワークソリュージョン
ズ（株）九州支店 福岡市博多区東比恵3-1-2

（株）ビーコンラーニングサービス
中央区日本橋茅場町2-2-1

（株）ＢＣＣ
福岡市中央区六本松2-12-19

樋口薬品工業（株）
福岡市南区的場2-25-11

フジ地中情報（株）九州支店
福岡市南区横手1-12-48

（株）日立ビルシステム西日本支社
福岡市博多区上呉服町10-10

（株）日立プラントサービス九州支
店 福岡市博多区冷泉町2-1

（株）フカノ楽器店
福岡市南区井尻4-2-51

福岡安全センター（株）
福岡市中央区天神3-11-1

福岡スバル（株）
福岡市東区千早4-14-12

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 福岡市博多区上呉服町10-1

（株）林田製作所
さいたま市見沼区大字上山口新田56-1

ハラサンギョウ（株）
東彼杵郡川棚町三越郷51-2

阪神動力機械（株）
大阪市此花区四貫島2-26-7



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

610938 代表取締役社長 〒206-8555 (東京都)

川上　博矛

610939 支店長 〒812-0007 (東京都)

阿部　泰朋

610928 支店長 〒812-0007 (東京都)

松河　孝次

610906 支店長 〒812-0013 (東京都)

久保　裕之

610914 執行役員支店長 〒812-0011 (東京都)

辻井　伸之

610937 代表取締役 〒103-0022 (東京都)

榊　彰一

610929 支店長 〒812-0877 (東京都)

原口　祐二

610915 部長 〒160-0023 (岡山県)

小柳　博崇

610943 代表取締役 〒330-0844 (埼玉県)

安井　康真

610904 代表取締役 〒810-0022 (福岡県)

時津　孝康

710912 代表取締役社長 〒105-6017 (東京都)

西野　恒五郎

710911 所長 〒810-0041 (東京都)

江森　清

710908 代表取締役 〒530-0004 (大阪府)

柾木　隆弘

710909 代表取締役 〒105-0001 (東京都)

丸山　伸一郎

710910 代表取締役社長 〒910-0393 (福井県)

後　淳也

710903 代表取締役 〒105-0023 (東京都)

西野　敏哉

（株）ベネッセコーポレーション小
中学校事業部 新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング

（株）ボーダーリンク
さいたま市大宮区下町2-16-1

（株）ホープ
福岡市中央区薬院1-14-5ＭＧ薬院ビル7階

マーソ（株）
港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー17階

丸茂電機（株）福岡営業所
福岡市中央区大名1-14-45Q'izTENJIN

ミザック（株）
大阪市北区堂島浜1-4-16アクア堂島ＮＢＦタワー17階

みずほ東芝リース（株）
港区虎ノ門1-2-6

三谷コンピュータ（株）
坂井市丸岡町熊堂第3号7-1-13

三井住友トラスト・パナソニック
ファイナンス（株） 港区芝浦1-2-3

フジテコム（株）九州支店
福岡市博多区東比恵3-4-2ＺＳ福岡ビル

富士フイルムシステムサービス
（株）公共事業本部西日本支店 福岡市博多区博多駅東2-14-1

扶桑電通（株）九州支店
福岡市博多区博多駅前1-18-7博多電気ビル

（株）ブロードリンク
中央区日本橋室町4-3-18

文化シヤッターサービス（株）九州
サービス支店 福岡市博多区元町1-7-8ＭＦビルⅡ102

富士通フロンテック（株）九州支店
稲城市矢野口1776

富士通リース（株）九州支店
福岡市博多区東比恵3-1-2東比恵ビジネスセンター7階



[県外]

代表者役職

代表者名
受付番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名）

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

710915 執行役員 〒100-6525 (東京都)

安栄　香純

710902 支店長 〒810-0001 (東京都)

松本　洋一郎

710906 役員理事支社長 〒812-0018 (東京都)

大友　昭夫

710904 常務執行役員九州本部長〒812-0006 (東京都)

澁田　高継

710901 支店長 〒812-0025 (東京都)

樋熊　昭一

710913 代表取締役 〒460-0017 (愛知県)

小池　武史

710907 代表取締役 〒812-0013 (福岡県)

江口　揚

810908 代表取締役 〒857-1162 (長崎県)

合家　崇

810907 所長 〒812-0013 (東京都)

荒木　亮二

810902 代表取締役 〒811-1324 (福岡県)

佐田　直樹

810910 支店長 〒671-2244 (兵庫県)

大石　博明

810901 代表取締役 〒810-0802 (福岡県)

山辺　眞一

910915 代表社員 〒330-0846 (埼玉県)

田中　康雄

910905 代表取締役 〒102-0072 (東京都)

西森　宏之

910914 代表取締役社長 〒169-0051 (東京都)

山口　洋

910911 所長 〒810-0001 (東京都)

堀口　悟
ランドブレイン（株）福岡事務所

福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル

（株）大和速記情報センター福岡営
業所 福岡市博多区博多駅東2-6-23

遊景産業（株）
福岡市南区警弥郷1-15-10

油研化学（株）九州支店
うきは市浮羽町山北290

（株）よかネット
福岡市博多区中洲中島町3-8

（弁）ライズ綜合法律事務所
さいたま市大宮区大門町1-1ミナトビル5F

（株）ライズファクトリー
千代田区飯田橋2-1-4日東九段ビル6階

ラインズ（株）
新宿区西早稲田2-20-15高田馬場アクセス4F

三菱電機プラントエンジニアリング
（株）九州本部 福岡市博多区上牟田1-17-1

（株）ムサシ福岡支店
福岡市博多区店屋町6-25

（株）名豊
名古屋市中区松原2-2-33

メディアインターナショナル（株）
福岡市博多区博多駅東1-1-33

（株）ヤナセ防災
佐世保市卸本町30-15

三菱電機ビルテクノサービス（株）
九州支社 福岡市博多区住吉1-2-25

三菱ＨＣキャピタル（株）
千代田区丸の内1-5-1

三菱電機クレジット（株）九州支店
福岡市中央区天神2-12-1



[県外]

代表者役職

代表者名
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910913 代表取締役 〒531-0072 (大阪府)

余吾　由太

910902 代表取締役社長 〒100-6640 (東京都)

北村　吉弘

910906 支社長 〒812-0013 (東京都)

白石　浩司

910912 代表取締役 〒812-0036 (福岡県)

美濃部　直樹

910907 代表取締役 〒730-0803 (広島県)

渡部　彰

910903 取締役福岡支店長 〒812-0013 (大阪府)

森下　泰行

910901 代表取締役 〒811-3016 (福岡県)

林　正悟

910908 代表取締役 〒700-8504 (岡山県)

松田　敏之

980901 代表取締役 〒546-0003 (大阪府)

中村　俊夫

理水化学（株）福岡支店
福岡市博多区博多駅東3-11-28

（株）リックサポート
古賀市日吉2-16-7

（株）両備システムズ
岡山市南区豊成2-7-16

ワールドウォーターバッグ（株）
大阪市東住吉区今川1-6-23

（株）ランブリッジ
大阪市北区豊崎5-7-11アベニュー中津704

（株）リクルート
千代田区丸の内1-9-2

リコーリース（株）九州支社
福岡市博多区博多駅東2-10-35

（株）リサーチアンドソリューショ
ン 福岡市博多区上呉服町12-33

（株）リザベーションシステム
広島市中区広瀬北町3-11和光広瀬ビル7階-C


