
令和 3年 9月　1日　作成

代表者役職

代表者名

110014 取締役社長 〒848-0028 (佐賀県)

溝口　茂

110011 代表取締役 〒840-0011 (佐賀県)

福岡　龍一郎

110029 代表取締役 〒842-0013 (佐賀県)

東　幸太郎

110035 代表取締役 〒849-3101 (佐賀県)

天川　浩之

110019 代表取締役 〒849-1203 (佐賀県)

荒木　範光

110026 代表取締役 〒849-0919 (佐賀県)

江口　和味

110013 代表取締役 〒844-0008 (佐賀県)

髙野　岩雄

110044 代表取締役 〒840-0831 (佐賀県)

高木　進

110148 所長 〒849-0919 (熊本県)

平川　稔

110007 代表取締役 〒840-0034 (佐賀県)

飯盛　進

110031 代表取締役 〒849-0505 (佐賀県)

石井　芳宏

110024 代表取締役 〒849-0902 (佐賀県)

井手　隆彦

110036 代表取締役 〒847-0082 (佐賀県)

井手　昭浩

110038 代表取締役 〒844-0027 (佐賀県)

今泉　高弘

110006 代表取締役 〒844-8555 (佐賀県)

岩尾　慶一

令和３年度・令和４年度　入札参加資格者名簿（建設工事）

（株）相生 *土 *プ と 法 *管 *舗 園 *水 解
伊万里市脇田町1204-5

（株）アイワ
佐賀市北川副町大字江上186-1

土 プ と 法 管 鋼 橋 機 水

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

[県内]

東塗装（株）
神埼市神埼町本告牟田3108-4

塗 防

天建組（株）
唐津市厳木町天川1657-5

*土 *プ 建 *と *法 *舗 *浚 園 *水
*解

荒木建設（株）
杵島郡白石町大字戸ケ里1754-1

*土 *プ 建 と 法 管 舗 浚 水 解

（株）有明電設
佐賀市兵庫北5-16-11

*通 消

（株）有田建設
西松浦郡有田町稗古場1-2-7

*土 *プ 建 *と *法 *石 *管 *鋼 *
橋 *舗 *浚 *塗 園 *水 *解

ＡＬＳＯＫ佐賀（株）
佐賀市松原1-3-5

電 通 消

飯塚電機工業（株）佐賀営業所
佐賀市兵庫北1-21-31

*電 *管 *水 消

飯盛土木（株）
佐賀市西与賀町大字厘外757-1

*土 *プ *と *法

（株）石井建設
杵島郡江北町大字下小田1708-5

*土 *プ 建 *と *法 *解

（株）井手解体実業
佐賀市久保泉町上和泉798-10

*土 *プ *建 *と *法 *解

（株）井手工務所
唐津市和多田天満町1-6-38

*建

今泉工業（株）
西松浦郡有田町南原丁80-8

屋 塗 防 内

岩尾磁器工業（株）
西松浦郡有田町外尾町丙1436-2

*管 *タ *機 *水 掃



令和 3年 9月　1日　作成

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（建設工事）

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

[県内]

110045 代表取締役 〒840-0005 (佐賀県)

鵜池　邦敏

110012 代表取締役 〒849-1311 (佐賀県)

植松　信安

110010 代表取締役 〒840-0816 (佐賀県)

内田　陽三

110020 代表取締役 〒849-2102 (佐賀県)

内田　雅之

110034 代表取締役 〒849-0937 (佐賀県)

宮田　真理

110033 代表取締役 〒849-2101 (佐賀県)

永尾　勝芳

110040 代表取締役 〒849-0918 (佐賀県)

徳島　和明

110047 代表取締役 〒849-0315 (佐賀県)

永野間　松徳

110015 代表取締役 〒849-0906 (佐賀県)

中村　幸樹

110018 代表取締役 〒840-0012 (佐賀県)

中島　和則

110135 所長 〒841-0056 (福岡県)

杉本　淳一郎

110037 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

椛島　繁實

110147 筑後佐賀支店長 〒840-0801 (東京都)

加来　誠

110017 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

江里口　義章

110008 代表取締役 〒849-1401 (佐賀県)

大川内　学

110023 代表取締役 〒849-1304 (佐賀県)

大久保　隆

（株）鵜池造園
佐賀市蓮池町大字蓮池367-1

*園

（株）植松建設
鹿島市大字高津原3541－1

*土 *プ 建 と 法 管 舗 水 *解

（株）ウチダ
佐賀市駅南本町6-7

と 法

（株）内田建設
杵島郡大町町大字福母1552-4

土 プ 水

（株）エアーテック
佐賀市鍋島2-9-11

管

（有）エイコー
杵島郡大町町大町8096

管 機

栄城設備工業（株）
佐賀市兵庫南3-4-7

電 *管 消

（株）永電工
小城市芦刈町浜枝川16-1

電 管 通 そ

（株）永楽園
佐賀市金立町大字金立1682

土 プ *園

（有）エースライン工業
佐賀市北川副町大字光法945

と 法 塗

エスイーリペア（株）佐賀営業所
鳥栖市蔵上3-142トレスプエンテＣ202

*と *法 *塗

（株）エスビック
佐賀市鍋島町大字八戸3197-3

電 管 通 消

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

*電 管 内 通

（株）江里口造園
佐賀市鍋島町大字八戸1637-4

土 プ と 法 園 解

大川内建設（株）
嬉野市塩田町大字久間甲477-1

*土 *プ 建 *と *法 *石 *鋼 *橋 *
舗 *塗 *水 *解

大久保電機（株）
鹿島市大字中村字宮前1602-3

電



令和 3年 9月　1日　作成

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（建設工事）

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

[県内]

110028 代表取締役 〒849-5122 (佐賀県)

太田　年一

110009 代表取締役社長 〒847-0816 (佐賀県)

江頭　俊之

110025 代表取締役 〒849-0314 (佐賀県)

岡本　秀実

110041 代表取締役 〒843-0302 (佐賀県)

小川　辰弘

110109 支店長 〒849-0937 (福岡県)

中西　憲吾

210007 代表取締役 〒849-0936 (佐賀県)

岡村　祐臣

210103 所長 〒848-0022 (福岡県)

和田　元樹

210033 代表取締役 〒847-0832 (佐賀県)

笠原　秀子

210032 代表取締役 〒849-1322 (佐賀県)

大石　安兼

210030 代表取締役 〒848-0045 (佐賀県)

宇曽　信孝

210040 代表取締役 〒849-1311 (佐賀県)

土井　幸

210012 代表取締役 〒843-0302 (佐賀県)

神近　利久

210011 代表取締役社長 〒847-0861 (佐賀県)

岩本　真二

210044 代表取締役 〒844-0014 (佐賀県)

川口　貴之

210036 代表取締役 〒849-1116 (佐賀県)

川﨑　けい子

210025 代表取締役 〒848-0031 (佐賀県)

川原　丈司

（株）太田工務店
唐津市浜玉町横田下851-1

*土 *プ *建 *大 *左 *と *法 *石 *屋 *
管 *タ *鋼 *橋 *鉄 *舗 *浚 *板 *ガ *
塗 *防 *内 *園 *具 *水 消 *解

大西工業（株）
唐津市新興町25

*土 *プ *電 *管 機 *水 消

岡本建設（株）
小城市芦刈町三王崎110

*土 *プ *建 *と *法 *舗 *浚 *水 *
解

（株）小川組
嬉野市嬉野町大字下野甲4065-1

*土 *プ 建 *と *法 *石 管 *舗 *塗
*水 *解

オリエント産業（株）佐賀支店
佐賀市鍋島6-6-31

具

（株）学映システム
佐賀市鍋島町大字森田902

通

隔測計装（株）佐賀営業所
伊万里市大坪町乙337-7

*電 *通

笠原建設（株）
唐津市石志4459-1

*土 *プ *建 *と *法 *管 *舗 *浚 *
園 *水 *解

（有）鹿島防災具店
鹿島市浜町1205-1

電 消

金崎建設（株）
伊万里市松島町110-2

土 プ *建 大 と 法 *管 *解

（株）兼茂
鹿島市大字高津原4002

*土 *プ *管 井 *水 消

（株）神近建設
嬉野市嬉野町大字下野丙1746

*土 *プ 建 *と *法 管 *舗 園 水 *
解

唐津土建工業（株）
唐津市二夕子2-7-51

*土 *プ *建 *大 *と *法 *屋 *管 *タ *
鋼 *橋 *舗 *浚 *ガ *塗 *防 *内 *園 *
具 *水 *解

（有）川口工務店
西松浦郡有田町戸矢乙741-1

*土 *プ 建 と 法 管 園 水 解

（有）かわさき造園土木
杵島郡白石町大字横手1244

土 プ 園

川原建設（株）
伊万里市二里町八谷搦115-10

*土 *プ *建 *と *法 *屋 *管 *舗 *
浚 *ガ *塗 *防 *内 *水 *解



令和 3年 9月　1日　作成

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（建設工事）

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

[県内]

210026 代表取締役 〒848-0031 (佐賀県)

前田　敏哉

210020 代表取締役 〒847-0831 (佐賀県)

中山　虎三

210110 支店長 〒840-0805 (福岡県)

末石　清二

210008 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

渕上　哲

210021 代表取締役社長 〒847-0881 (佐賀県)

岸本　剛

210029 代表取締役 〒849-1105 (佐賀県)

木須　誠

210031 代表取締役 〒841-0201 (佐賀県)

中村　茂貴

210132 支店長 〒840-0853 (福岡県)

緒方　重信

210047 代表取締役 〒840-0853 (佐賀県)

石橋　幸一

210122 支店長 〒849-0918 (福岡県)

成清　晋久

210034 代表取締役社長 〒840-2106 (佐賀県)

岩田　誉識

210128 執行役員支店長 〒840-0804 (福岡県)

牛島　秀朗

210151 支店長 〒849-0938 (福岡県)

池田　昌彦

210028 代表取締役 〒849-0921 (佐賀県)

藤井　道博

210126 支店長 〒849-0917 (福岡県)

荒川　直丞

210041 代表取締役 〒849-0906 (佐賀県)

木下　博幸

川菱（株）
伊万里市二里町八谷搦112-23

管 水

（株）環境エンジニアリング
唐津市千々賀4-5

と 法 解

（株）環境開発佐賀支店
佐賀市神野西2-2-49

*土 *プ *鋼 *橋 *舗 *浚 *塗 *水 *
解

（株）環境ＳＴＲ
佐賀市鍋島町大字八戸1150-5

土 プ と 法 舗 水 解

（株）岸本組
唐津市竹木場5206-82

*土 *プ *建 *と *法 *管 *鋼 *橋 *
舗 *浚 *塗 *防 園 *水 *解

（株）キス
杵島郡白石町大字遠江408-5

塗 防

（有）基山公栄社
三養基郡基山町大字小倉427-1

土 プ

（株）キューオキ西九州支店
佐賀市長瀬町2-12

電 通

（株）キューオキ佐賀
佐賀市長瀬町2-12

電 通

（株）九州ＡＶ佐賀支店
佐賀市兵庫南1-8-8

電 通 消

九州恵冷機（株）
佐賀市諸富町大字山領819-4

*管

（株）九電工佐賀支店
佐賀市神野東2-6-26

*土 *プ *電 *管 *舗 *機 *通 *水 *
消

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

*電

（株）協和製作所
佐賀市高木瀬西6-9-1

電 *鋼 *橋 *機

（株）共和テック佐賀支店
佐賀市高木瀬町大字長瀬926-5

土 プ *と *法 井

（株）久保造園
佐賀市金立町大字金立2063-3

土 プ *園



令和 3年 9月　1日　作成

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（建設工事）

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

[県内]

210010 代表取締役 〒847-0844 (佐賀県)

村山　昌治

210137 所長 〒840-0202 (熊本県)

竹下　茂人

210019 代表取締役 〒849-1311 (佐賀県)

栗山　直敏

210014 代表取締役 〒841-0075 (佐賀県)

栗山　清規

210045 取締役社長 〒848-0045 (佐賀県)

黒木　祐一郎

210042 代表取締役 〒849-0928 (佐賀県)

野中　健二

210024 代表取締役 〒840-2205 (佐賀県)

髙尾　真一郎

210112 所長 〒849-0937 (鹿児島県)

田中　秀明

210013 代表取締役 〒849-4271 (佐賀県)

古賀　政博

210035 代表取締役 〒849-0921 (佐賀県)

内田　隆憲

210113 支店長 〒849-0921 (東京都)

井上　太郎

210022 代表取締役 〒849-4165 (佐賀県)

小林　成郎

210002 代表取締役 〒840-0015 (佐賀県)

松瀬　伸二

210046 代表取締役 〒847-0074 (佐賀県)

小峰　亮

210147 所長 〒849-4256 (東京都)

植田　一成

310023 代表取締役社長 〒849-0915 (佐賀県)

水田　明

グリーンアーツ（株）
唐津市菜畑3221-138

*土 *プ *と *法 *石 *園

グリーン工業（株）佐賀営業所
佐賀市大和町大字久池井2378-1

*土 *プ *と *法

（株）栗山組
鹿島市大字高津原4214-10

*土 *プ *建 *と *法 *解

（株）栗山建設
鳥栖市立石町字一本杉2066-2

*土 *プ *建 *と *法 *管 *舗 *園 *
水 *解

黒木建設（株）
伊万里市松島町100-1

*土 *プ *建 *大 *左 *と *法 *石 *屋 *
管 *タ *鉄 *舗 *浚 *板 *ガ *塗 *防 *
内 *園 *具 *水 *解

（株）交安
佐賀市若楠2-9-18

と 法 塗

（株）高太
佐賀市川副町大字南里1489-1

と 法 塗

コーアツ工業（株）佐賀営業所
佐賀市鍋島2-4-24綾団地2号

*土 *プ *と *法 *水

（株）古賀建設
伊万里市東山代町長浜2150-1

*土 *プ *建 *舗 *塗 *防 園 *水 *
解

古賀設備工事（株）
佐賀市高木瀬西6-11-4

*管 水 消

国土防災技術（株）佐賀支店
佐賀市高木瀬西5-3-25

*土 *プ *と *法 通 園 *井

（株）小林産業
西松浦郡有田町黒川甲1582-2

*土 *プ *建 *大 *と *法 *屋 電 管
*舗 *塗 *防 園 具 *水 *解

（有）小松鉄工所
佐賀市木原2-3-21

鋼 橋 機

小峰産業（株）
唐津市和多田先石11-68

塗 防

五洋建設（株）佐賀営業所
伊万里市山代町久原字下場2872-10

*土 *プ *と *法 *石 *鋼 *橋 *舗 *
浚 *水 *解

佐賀安全産業（株）
佐賀市兵庫町大字藤木1281-14

と 法 塗
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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（建設工事）

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

[県内]

310007 代表取締役 〒840-0008 (佐賀県)

永堀　直宏

310027 代表取締役 〒840-0801 (佐賀県)

岩田　江利子

310030 代表取締役 〒847-0825 (佐賀県)

坂田　利彦

310010 代表取締役 〒847-0031 (佐賀県)

末長　恵司

310015 代表取締役社長 〒840-0815 (佐賀県)

永倉　理一郎

310127 所長 〒840-0806 (東京都)

山川　博人

310018 代表取締役 〒840-0201 (佐賀県)

北村　正弘

310008 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

香月　信夫

310146 支店長 〒849-0923 (熊本県)

諏訪　秀典

310012 代表取締役 〒844-0018 (佐賀県)

下　今朝隆

310017 代表取締役 〒840-0052 (佐賀県)

上瀧　隆

310025 代表取締役 〒849-0101 (佐賀県)

中村　琢哉

310024 代表取締役 〒840-0804 (佐賀県)

村上　慎太郎

310028 代表取締役 〒841-0047 (佐賀県)

水城　勝広

310005 代表取締役 〒849-0928 (佐賀県)

真弓　貴宏

310013 代表取締役 〒849-5263 (佐賀県)

松尾　俊吾

佐賀アンドウ（有）
佐賀市巨勢町大字牛島393-3

塗 防

（株）佐賀シンコー
佐賀市駅前中央3-2-31

と 法 塗

（株）坂田ボーリング工業
唐津市見借3897-3

井

（株）サデック
唐津市原1386-1

*電 管 通 消

（株）佐電工
佐賀市天神1-4-3

*通 消

三和シヤッター工業（株）佐賀営業
所 佐賀市神園3-10-10

内 具

（株）ＪＡ建設クリエイトさが
佐賀市大和町大字尼寺一本松2634

*土 *プ *建 *と *法 *解

（株）シグマ
佐賀市鍋島町大字八戸3005

*電 管 通

（株）ＳＹＳＫＥＮ佐賀支店
佐賀市日ノ出1-15-11

*電 *通 消

（株）下建設
西松浦郡有田町本町乙3007-8

*土 *プ *建 *と *法 管 *舗 園 *水
*解

（株）上滝建設
佐賀市今宿町2-5

*土 *プ *建 *大 *左 *と *法 *石 *屋 *
管 *タ *鋼 *橋 *舗 *浚 *板 *塗 *防 *
内 *具 *水 *解

（株）昭和電設工業
三養基郡みやき町大字原古賀6676-5

*電 管

昭和メンテナンス工業（株）
佐賀市神野東4-6-15

*機

（株）新出光ファシリティーズ
鳥栖市今泉町2454-1

*電 *管

新栄地研（株）
佐賀市若楠2-5-25

井

（株）シンセイ
伊万里市松浦町山形6211-1

土 プ 管 水 消
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310006 代表取締役 〒846-0031 (佐賀県)

中島　功

310020 代表取締役 〒849-0936 (佐賀県)

徳久  利正

310106 支店長 〒849-0202 (長崎県)

古賀　浩史

310029 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

鈴木　純一郎

310026 代表取締役 〒848-0027 (佐賀県)

徳永　祐史

310116 支店長 〒840-0032 (福岡県)

原田　耕治

310021 代表取締役 〒849-3111 (佐賀県)

水落　潤

310014 代表取締役 〒849-1401 (佐賀県)

大川内　正義

310011 代表取締役社長 〒847-0074 (佐賀県)

村上　伸

410010 代表取締役 〒845-0033 (佐賀県)

大家　良太郎

410011 代表取締役 〒849-0936 (佐賀県)

高田　保

410009 代表取締役 〒841-0204 (佐賀県)

北﨑　進

410012 代表取締役 〒840-0027 (佐賀県)

糸山　博幸

410015 代表取締役 〒849-0919 (佐賀県)

小山田　秀雄

410020 代表取締役 〒849-1311 (佐賀県)

平野　芳憲

410027 代表取締役 〒849-4271 (佐賀県)

笠原　道明

真生工業（株）
多久市多久町757-5

土 プ *と *法 舗 水 解

シンテック（株）
佐賀市鍋島町大字森田829-2

と 法 塗 解

（株）親和テクノ佐賀支店
佐賀市久保田町大字久富3134

*土 *プ *と *法 *石 *鋼 *橋 *舗 *
浚 *塗 *水

鈴木建設（株）
佐賀市鍋島町大字八戸3188-2

建 と 法 解

西部消防（株）
伊万里市立花町3366

消

西部電気工業（株）佐賀支店
佐賀市末広1-9-35

*土 *プ *と *法 *電 *鋼 *橋 *舗 *
塗 *通 *水

成和建設（株）
唐津市厳木町広瀬3967-2

*土 *プ *建 *と *法 *管 *鋼 *橋 *
舗 *防 *園 *水 *解

（有）セイワ工業
嬉野市塩田町大字久間甲562-1

土 プ

（株）創建
唐津市和多田先石6-38

*土 *プ *建 *と *法 *管 機 *水

（株）大義建設
小城市三日月町樋口981-3

*土 *プ 建 *と *法 *舗 *解

大道工業（株）
佐賀市鍋島町大字森田739-1

と 法 塗

太平商工（株）
三養基郡基山町大字宮浦991-2

*土 *プ *と *法 *舗 *浚 *塗

（株）大洋建設
佐賀市本庄町大字本庄253-12

*土 *プ *建 *と *法 *解

（株）大和建設
佐賀市兵庫北5-3-35

*土 *プ *建 *と *法 *管 *舗 *浚 *
園 *水 *解

大和塗装（株）
鹿島市大字高津原4026-1

塗 防 内

大和舗道（株）
伊万里市東山代町長浜1456-4

*土 *プ *と *法 管 *舗 園 *水
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410026 代表取締役 〒849-1603 (佐賀県)

髙木　茂

410014 代表取締役 〒849-1312 (佐賀県)

髙木　明

410103 所長 〒841-0055 (東京都)

連城　清一

410017 代表取締役 〒847-0861 (佐賀県)

髙田　武嗣

410004 代表取締役 〒849-0501 (佐賀県)

武富　和彦

410024 代表取締役 〒840-0054 (佐賀県)

田島　広一

410013 代表取締役 〒849-0932 (佐賀県)

田中　剛

410007 代表取締役 〒849-0912 (佐賀県)

田中　辰明

410005 代表取締役 〒849-0303 (佐賀県)

池田　浩一

410022 代表取締役 〒848-0027 (佐賀県)

堤　浩範

410023 代表取締役 〒840-0016 (佐賀県)

犬塚　一成

410028 代表取締役 〒840-2223 (佐賀県)

今岡　諭吉

410130 所長 〒840-0008 (東京都)

今西　泰臣

410016 代表取締役 〒849-0921 (佐賀県)

堤　雄亮

410021 代表取締役 〒849-0202 (佐賀県)

水町　雅之

410001 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

沖　洋一郎

（株）髙木
藤津郡太良町大字糸岐2559

ガ 具

髙木建設（株）
鹿島市大字納富分甲145-1

*土 *プ *建 *と *法 *タ *鋼 *橋 *
舗 *塗 *防 *内 *水 *解

高砂熱学工業（株）佐賀営業所
鳥栖市養父町35-1-2コーポヒロ203号室

*管

髙田電機（株）
唐津市二タ子3-2-51

*電 管 消

（株）タケリョー
杵島郡江北町大字山口241-1

*土 *プ *と *法 *管 消 *解

田島興産（株）
佐賀市水ケ江6-4-11

*管 *水 消

田中建機工業（株）
佐賀市鍋島町大字八戸溝955-1

*土 *プ *と *法 *塗

（株）田中鉄工所
佐賀市兵庫町大字瓦町1194-1

*土 *プ *鋼 *橋 *機

（株）中部ガス
小城市牛津町牛津77-1

*土 *プ *管 *水

堤電気（株）
伊万里市立花町2401-1

*電 管 消

（株）ティーエム技研
佐賀市南佐賀1-5-14

電 通

（株）Ｄ．Ｃ環境開発
佐賀市東与賀町大字飯盛4559-2

*と *法 *解

寺岡オートドア（株）佐賀営業所
佐賀市巨勢町牛島201-1

具

（株）電興社
佐賀市高木瀬西6-11-4

*電 管 通 消

（株）天山造園
佐賀市久保田町大字久富3984-3

土 プ 園

（株）天山ロード
佐賀市鍋島町大字八戸3045

舗



令和 3年 9月　1日　作成

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（建設工事）

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

[県内]

410119 所長 〒849-0903 (東京都)

城後　聖作

410019 代表取締役 〒849-0921 (佐賀県)

浦田　裕行

410029 代表取締役 〒847-1421 (佐賀県)

川添　栄一

410025 代表取締役社長 〒840-0802 (佐賀県)

戸上　信一

410110 支店長 〒840-0813 (大阪府)

矢倉　俊宏

510020 代表取締役 〒849-0916 (佐賀県)

永池　明裕

510022 代表取締役 〒849-1601 (佐賀県)

中尾　正純

510024 代表取締役 〒847-0002 (佐賀県)

中尾　宏

510015 代表取締役 〒849-1312 (佐賀県)

中島　雅人

510002 代表取締役 〒845-0022 (佐賀県)

中島　信哉

510023 代表取締役 〒849-1114 (佐賀県)

仲田　修

510016 代表取締役 〒840-8588 (佐賀県)

中野　武志

510021 所長 〒849-0937 (佐賀県)

杉原　秀幸

510007 代表取締役 〒849-1421 (佐賀県)

成冨　純一

510012 代表取締役 〒849-4162 (佐賀県)

松尾　俊典

510006 代表取締役 〒849-0921 (佐賀県)

小副川　英明

東興ジオテック（株）佐賀営業所
佐賀市久保泉町大字下和泉245-1

*土 *プ *と *法

（株）東和
佐賀市高木瀬西6-9-3

*電 *機 通

トータル環境玄海（株）
東松浦郡玄海町諸浦335-1

土 プ 建 と 法 鋼 橋 舗 塗 解

（株）戸上電機製作所
佐賀市大財北町1-1

建 *電 *管 通

（株）酉島製作所佐賀支店
佐賀市唐人2-5-8

*土 *プ *電 *機 *水

（株）永池
佐賀市高木瀬町大字東高木262-1

内 具

（株）中尾鋼板工業
藤津郡太良町大字伊福甲2168-10

屋 タ 板

（有）中尾木工所
唐津市山本250

内 具

中島建設（株）
鹿島市大字納富分4124

*土 *プ *建 *大 *左 *と *法 *石 *屋
管 *タ *鋼 *橋 *鉄 *舗 *浚 *板 *ガ *
塗 *防 *内 *熱 *具 *水 *解

（株）中島工務店
小城市三日月町久米2111-8

*土 *プ *建 *と *法 *屋 *鋼 *橋 *
舗 *浚 *水 *解

（有）仲田建設
杵島郡白石町大字馬洗1201-1

土 プ と 法 管 解

（株）中野建設
佐賀市水ヶ江2-11-23

*土 *プ *建 *と *法 *管 *鋼 *橋 *舗 *
浚 *塗 *防 *内 *園 *具 *水 *解

（株）名村造船所佐賀営業所
佐賀市鍋島3-3-20

*土 *プ *と *法 *鋼 *橋 *舗 *塗

（株）成富建設
嬉野市塩田町大字真崎1750

土 プ と 法 管 舗 水

（株）西有田土木
西松浦郡有田町上内野丙3430-1

*土 *プ *建 *と *法 石 屋 管 舗
浚 塗 園 *解

西九州ニチレキ（株）
佐賀市鍋島町大字森田985-1

*土 *プ *と *法 *舗
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510133 支店長 〒840-0801 (大阪府)

國本　裕久

510017 代表取締役 〒841-0084 (佐賀県)

亀川  陽一

510121 支店長 〒840-0804 (福岡県)

岩橋　修

510009 代表取締役 〒849-1411 (佐賀県)

西村　博

510003 代表取締役 〒840-2205 (佐賀県)

西村　秀樹

510008 代表取締役 〒840-0211 (佐賀県)

田代　安弘

510118 所長 〒849-0918 (東京都)

白石　洋平

510116 支店長 〒849-0937 (福岡県)

光石　昌弘

510011 代表取締役 〒847-1201 (佐賀県)

原　裕

510117 支店長 〒849-0934 (福岡県)

溝口　陽一郎

510113 所長 〒840-0811 (福岡県)

田邊　仁

510112 所長 〒840-0815 (東京都)

内山　竜二

510018 代表取締役 〒840-0861 (佐賀県)

野口　弥寿男

510005 代表取締役 〒840-0214 (佐賀県)

野田　豊秋

510019 代表取締役 〒849-1201 (佐賀県)

野中  正博

510123 所長 〒840-2104 (福岡県)

髙尾　博俊

西日本電信電話（株）佐賀支店
佐賀市駅前中央1-8-32

*通

（株）西日本道路設備
鳥栖市山浦町2539-15

と 法 塗

ニシム電子工業（株）佐賀支店
佐賀市神野東2-2-26

*電 *通

（株）西村組
嬉野市塩田町大字馬場下甲529-1

*土 *プ 建 と 法 管 *水

（株）西村土木建設
佐賀市川副町大字南里1489-1

*土 *プ *と *法 *管 *舗 *水 *解

（株）日設工業
佐賀市大和町大字東山田3584-4

*管 水

日特建設（株）佐賀営業所
佐賀市兵庫南4-1-25

*土 *プ *と *法 *石 *鋼 *橋 *舗 *
浚 *塗 *水 *解

日本乾溜工業（株）佐賀支店
佐賀市鍋島3-10-13

*と *法 *塗

日本建設技術（株）
唐津市北波多徳須恵1417-1

*土 *プ *建 *と *法 *管 *鋼 *橋 *
舗 *塗 *井 *水

日本地研（株）佐賀支店
佐賀市開成5-4-11

*土 *プ *と *法 *井

（株）日本電子佐賀営業所
佐賀市大財1-7-11

電 *通

日本無線（株）佐賀営業所
佐賀市天神1-2-55

*通

（株）野口装建
佐賀市嘉瀬町大字中原1475

*建 *塗 *防 *内 *解

野田建設（株）
佐賀市大和町大字川上5244-1

*土 *プ 建 *と *法 管 *舗 *浚 *水
*解

野中建設（株）
杵島郡白石町大字牛屋3466

*土 *プ 建 *と *法 管 *舗 *水 *解

（株）乗富鉄工所佐賀営業所
佐賀市諸富町大字徳富1824-8

*鋼 *橋 機
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610026 代表取締役 〒849-0201 (佐賀県)

原田　烈

610027 代表取締役 〒849-0932 (佐賀県)

田中　秀子

610025 代表取締役 〒840-0862 (佐賀県)

久保　和則

610023 代表取締役 〒840-0053 (佐賀県)

服部　貴郎

610108 所長 〒840-0825 (東京都)

小林　達哉

610013 代表取締役 〒847-0015 (佐賀県)

東島　吉隆

610024 代表取締役 〒849-1203 (佐賀県)

廣田　邦彦

610016 代表取締役 〒849-0402 (佐賀県)

日出島　治記

610004 代表取締役 〒840-0054 (佐賀県)

深町　健次郎

610006 代表取締役 〒847-0081 (佐賀県)

福井　浩二郎

610020 代表取締役 〒840-0008 (佐賀県)

藤井　貴宏

610010 代表取締役 〒840-0513 (佐賀県)

牧薗　博文

610007 代表取締役 〒849-1105 (佐賀県)

溝口　隆治

610014 代表取締役 〒840-0512 (佐賀県)

山口　博秀

610015 代表取締役 〒840-0861 (佐賀県)

藤田　淳

610001 代表取締役 〒849-1311 (佐賀県)

藤永　一男

（株）バイオテックス
佐賀市久保田町大字徳万1853-3

*土 *プ *と *法 *舗

（株）パイプライン
佐賀市鍋島町大字八戸溝1274-20

*管 消

（株）葉隠緑化建設
佐賀市嘉瀬町大字扇町2617-7

*土 *プ *と *法 *園

（株）ハットリ工業
佐賀市朝日町5-56

*土 *プ *建 *左 *と *法 *鋼 *橋 *
塗 *防 *内 *熱 *解

（株）ピーエス三菱佐賀営業所
佐賀市中央本町3-1

*土 *プ *と *法 *水

東島電気工事（株）
唐津市北城内6-45

*電

（株）肥前道路
杵島郡白石町大字戸ケ里3657

土 プ と 法 舗 解

（株）日出島建設
杵島郡白石町大字福富下分1960

*土 *プ *舗

深町建設（株）
佐賀市水ヶ江5-3-28

*土 *プ *と *法 *鋼 *橋 *舗 *水 *
解

フクイＭ＆Ｃ（株）
唐津市和多田南先石1-29

ガ 内 具

（株）藤井電工
佐賀市巨勢町大字牛島453-3

*電

（株）富士建
佐賀市富士町大字下熊川159-68

*土 *プ *と *法

富士建設（株）
杵島郡白石町大字遠江303-13

*土 *プ *建 *と *法 *舗 *解

（株）富士建設
佐賀市富士町大字上熊川118-1

*土 *プ *建 *と *法 管 *舗 *浚 *
園 *水 *解

（株）フジタ工業
佐賀市嘉瀬町大字中原1570-2

塗 防

藤永建設（株）
鹿島市大字高津原3735-1

*土 *プ *と *法 *鋼 *橋 *舗 *浚 *
塗 *水 解
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[県内]

610017 代表取締役 〒848-0023 (佐賀県)

永添　洋壱

610021 代表取締役 〒849-2102 (佐賀県)

亀川　謙二

610005 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

津村　賢治

610008 代表取締役 〒840-0013 (佐賀県)

本田　秋夫

710006 代表取締役 〒849-2102 (佐賀県)

前田　大和

710007 代表取締役 〒849-0302 (佐賀県)

寺尾　誠

710008 代表取締役 〒849-1602 (佐賀県)

増田　正弘

710002 代表取締役 〒847-0875 (佐賀県)

熊川　嘉秀

710022 取締役支店長 〒840-0842 (佐賀県)

村岡　祐吉

710014 代表取締役 〒849-0924 (佐賀県)

坂口　行弘

710030 代表取締役 〒849-0201 (佐賀県)

田中　由美子

710029 代表取締役 〒849-1321 (佐賀県)

水城　正治

710025 取締役社長 〒840-8686 (佐賀県)

井田　建

710109 所長 〒842-0031 (東京都)

堀江　洋

710015 代表取締役 〒849-4256 (佐賀県)

川久保　良太

710016 代表取締役 〒844-0018 (佐賀県)

南　孝典

（株）扶桑エンジニアリング
伊万里市大坪町丙2110-12

*土 *プ *と *法 *井

扶桑建設（株）
杵島郡大町町大字福母2405

*土 *プ *建 *解

（株）フリーダム
佐賀市鍋島町大字八戸1146-6

鋼 橋

（株）本田設備
佐賀市北川副町大字新郷804-1

*管 水

前田建設工業（株）
杵島郡大町町大字福母437

*土 *プ *建 *と *法 *屋 管 *鋼 *
橋 *舗 *浚 *塗 *防 *水 *解

（株）政工務店
小城市牛津町柿樋瀬389-1

*土 *プ *と *法 管 *舗 *浚 *水 *
解

増田建設（株）
藤津郡太良町大字多良1815

*土 *プ *建 *大 *と *法 *石 *鋼 *
橋 *舗 *浚 *防 *水 *解

（株）増本彩工舎
唐津市西唐津3-6440-9

塗 防

松尾建設（株）佐賀支店
佐賀市多布施1-4-27

*土 *プ *管

（株）マベック
佐賀市新中町11-18

*建 *と *法 電 *管 *防 *内 *具 消
*解

（株）丸福建設
佐賀市久保田町大字徳万1647

*土 *プ *建 *大 *左 *と *法 *石 *屋 *
タ *鋼 *橋 *鉄 *舗 *浚 *板 *ガ *塗 *
防 *内 *熱 *具 *水 *解

（株）水城電気
鹿島市古枝甲937-1

電 管 *通

（株）ミゾタ
佐賀市伊勢町15-1

*土 *プ と 法 *電 *管 *鋼 *橋 塗
*機 園 *水 *消

三井住友建設（株）佐賀営業所
神埼郡吉野ヶ里町吉田2810

*土 *プ *建 *と *法 *水 *解

（株）港電気商会
伊万里市山代町久原2993-12

*電 管 通

（有）南電気工業社
西松浦郡有田町本町丙790

電 管 消
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710027 代表取締役 〒849-0501 (佐賀県)

峰　勇二

710019 代表取締役 〒849-1602 (佐賀県)

峰下　努

710010 代表取締役 〒849-0506 (佐賀県)

三根　俊之

710024 代表取締役 〒842-0002 (佐賀県)

宮嵜　香

710005 代表取締役 〒842-0103 (佐賀県)

牟田　正明

710001 代表取締役 〒849-1422 (佐賀県)

鈴木　信次

710018 代表取締役 〒847-0083 (佐賀県)

森田　征雄

710013 取締役社長 〒849-0201 (佐賀県)

森永　浩通

710020 代表取締役 〒846-0024 (佐賀県)

諸富　公昭

810006 代表取締役 〒848-0133 (佐賀県)

山口　登

810004 代表取締役 〒849-0123 (佐賀県)

山口　裕久

810014 代表取締役 〒841-0084 (佐賀県)

山田　隆司

810002 代表取締役 〒849-1311 (佐賀県)

山中　誠己

810005 代表取締役 〒840-0861 (佐賀県)

森田　茂美

810011 代表取締役 〒840-0857 (佐賀県)

古賀　克也

810003 代表取締役 〒840-0862 (佐賀県)

吉村　松代

（株）峰組
杵島郡江北町大字山口1398-1

*土 *プ *建 *大 *左 *と *法 *石 *屋 *
管 *タ *鋼 *橋 *鉄 *舗 *浚 *板 *ガ *
塗 *防 *内 *熱 *具 *水 *解

峰下建設（株）
藤津郡太良町大字多良1787

土 プ 建 管 舗 水

（有）三根電設
杵島郡江北町大字上小田598

電 管

（有）宮嵜塗装工業
神埼市神埼町田道ケ里2165-1

塗

牟田建設（株）
神埼郡吉野ヶ里町大曲1756

*土 *プ *建 *と *法 *管 *舗 *浚 *
塗 *防 園 *水 *解

（株）明和テクノス
嬉野市塩田町大字谷所甲2382-1

機

（株）森商プレハブ工業
唐津市和多田大土井1-60

建

森永建設（株）
佐賀市久保田町大字徳万48-1

*土 *プ *建 *と *法 *舗 *解

モロドミ建設（株）
多久市南多久町大字下多久2566

*土 *プ *建 *と *法 *管 *舗 *浚 *
園 *水 *解

（株）山儀建設
伊万里市黒川町真手野3108

*土 *プ *と *法 管 舗 園 *水 *解

山口産業（株）
三養基郡上峰町大字坊所2512-1

塗 防

（株）山田電気設備
鳥栖市山浦町1817-9

*電 通 消

（有）山中鉄工
鹿島市大字高津原696

土 プ 管

（株）祐徳ガーデン
佐賀市嘉瀬町大字中原2499-4

土 プ と 法 *園

祐徳建設興業（株）
佐賀市鍋島町大字八戸3184

*土 *プ *建 *大 *と *法 *石 *屋 *タ *
鋼 *橋 *舗 *浚 *内 *水 *解

吉村空調工業（株）
佐賀市嘉瀬町大字扇町2360

*管



令和 3年 9月　1日　作成

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（建設工事）

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

[県内]

810007 代表取締役 〒847-0082 (佐賀県)

米村　時彦

910101 所長 〒840-0842 (東京都)

塚本　博成

910104 支店長 〒840-0850 (福岡県)

石井　優次

910001 代表取締役 〒849-0903 (佐賀県)

吉田　太一

910002 代表取締役 〒845-0012 (佐賀県)

藤原　周太郎

米村電設工事（株）
唐津市和多田天満町1-6-24

*電 通

ライト工業（株）佐賀営業所
佐賀市多布施1-2-13

*土 *プ *建 *と *法 *鋼 *橋 *塗 *
防 *内 *熱 *具 *解

ロードライン（株）
小城市小城町池上1844-1

と 法 塗

（株）菱熱佐賀支店
佐賀市新栄東3-1-3

*管

ロードメンテナンス（株）
佐賀市久保泉町大字下和泉238-1

土 プ と 法 舗 塗


