（物品・役務関係）
登録番号

商号又は名称

住所

第１希望

第２希望

第３希望

494 株式会社ああすでい

福岡県春日市惣利1丁目30番地

事務用品

電気機械器具

678 株式会社愛香園春日営業所

福岡県春日市昇町6丁目69番地

物品・器具類のレンタルリース

日用雑貨

666 愛知時計電機株式会社福岡支店

福岡県福岡市南区高宮5丁目3番12号ニシコーリビング高宮5Ｆ

度量衡機器

555 アイテック株式会社福岡支店

福岡県福岡市西区姪の浜2丁目3番11-304

施設管理

その他

657 株式会社アイワ福岡営業所

福岡県福岡市南区柳瀬2-3-2

医療用、理化学、薬品用品

施設管理

275 アオヤギ株式会社

福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目9番31号

写真･製図

情報処理

293 浅野アタカ株式会社九州支店

福岡県福岡市中央区白金2丁目11番9号

施設管理

医療用、理化学、薬品用品

610 朝日航洋株式会社九州空情支社

福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目12番1号

情報処理

印刷

写真･製図

308 株式会社旭商会

福岡県福岡市中央区大名2丁目4番30号

ビル管理

警備

消毒・防疫

424 アジア航測株式会社福岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号（八百治センタービル）

情報処理

写真･製図

物品・器具類のレンタルリース

88 アズビル金門株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区千代1丁目17番1号パピヨン24

度量衡機器

63 東機械工業株式会社

消毒・防疫

西鉄赤坂ビル

物品・器具類のレンタルリース

印刷

福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目18番5号

施設管理

301 アダプター株式会社

福岡県春日市岡本1-5

情報処理

272 株式会社アメニティサービス

福岡県那珂川市下梶原1丁目10番23号

ビル管理

施設管理

767 安藤造園土木株式会社

福岡県福岡市早良区西新2丁目1-54

その他

施設管理

609 株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ

福岡県福岡市博多区対馬小路1-21

調査・解析

医療用、理化学、薬品用品

139 石垣メンテナンス株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3

医療用、理化学、薬品用品

機械器具

施設管理

福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目18-6大成博多駅前ビル2Ｆ

印刷

情報処理

事務用品

626 今別府産業株式会社福岡支店

福岡県福岡市博多区井相田3-25-1

資材

その他

284 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社九州支店

福岡県福岡市南区横手1丁目12番48号

その他

施設管理

447 株式会社ウエスコ九州支社

福岡県福岡市博多区博多駅南2-4-11

写真･製図

調査・解析

353 株式会社ウォーターワークス

福岡県福岡市博多区春町2丁目8番9-201号

調査・解析

688 株式会社ウォーターエージェンシー福岡営業所

福岡県福岡市東区和白東５丁目12-1

施設管理

医療用、理化学、薬品用品

658 株式会社ウチダシステムズ九州支社

福岡県福岡市博多区諸岡5丁目2-1

電気機械器具

事務用品

753 株式会社栄進コーポレーション

福岡県福岡市博多区千代5丁目1番1号

警備

46 株式会社イセトー福岡支店

66 株式会社永大開発コンサルタント筑紫支店

ブレイクスルー福岡春日306

福岡県筑紫野市針摺中央2丁目8番5号

情報処理

341 株式会社エース・ウォーター

福岡県福岡市博多区上呉服町1番8号

電気機械器具

医療用、理化学、薬品用品

463 株式会社エーワン

福岡県福岡市中央区大名2-9-2福岡共栄火災ビル3Ｆ

サービス

印刷

370 エコアス株式会社

福岡県福岡市博多区西月隈4丁目8番32号

不用品回収

ビル管理

328 ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ株式会社九州支社

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目9番8号

ビル管理

38 ＮＥＣキャピタルソリュ－ション株式会社九州支店

北九州銀行呉服町ビル

福岡県福岡市博多区御供所町1番1号

物品・器具類のレンタルリース

655 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区御供所町1番1号

電気機械器具

729 エヌエス環境株式会社九州支店

福岡県福岡市南区井尻2-21-36

調査・解析

174 株式会社エヌケーエス

大阪府大阪市淀川区新高1丁目8番17号

施設管理

度量衡機器

297 株式会社ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ

東京都港区芝浦1丁目1番1号

その他

情報処理

158 株式会社エヌ・ティ・ティ・データＮＣＢ

福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目17-21NTTDATA博多駅前ビル

情報処理

電気機械器具

247 株式会社エヌ・ティ・ティ・マーケティングアクト九州支店

福岡県福岡市博多区上川端町13番8号

その他

414 株式会社エム・ケイ・ケミカル

福岡県福岡市中央区大名1丁目1番1号

医療用、理化学、薬品用品

364 株式会社ＥＮＪＥＣ

福岡県福岡市南区長丘3丁目1番18号

調査・解析

福岡県福岡市南区塩原1丁目28-30

情報処理

電気機械器具

福岡県福岡市南区横手1丁目10-16

医療用、理化学、薬品用品

その他

70 扇精光ソリューションズ株式会社福岡支店
296 株式会社旺計社福岡支店
29 株式会社オークラ

調査・解析

施設管理

ビル管理

医療用、理化学、薬品用品

機械器具

福岡県太宰府市通古賀1丁目12番8号

サービス

看板・標識

450 株式会社オーニシ

福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目15番32号

電気機械器具

事務用品

613 大野企業株式会社

福岡県大野城市御笠川4丁目1番8号

不用品回収

ビル管理

760 ＯＫＩクロステック株式会社九州支社別館

福岡県福岡市中央区長浜1丁目1番35号

電気機械器具

ビル管理
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資材

物品・器具類のレンタルリース

物品・器具類のレンタルリース

（物品・役務関係）
登録番号

商号又は名称

住所

第１希望

第２希望

第３希望

232 株式会社オキローボ福岡支社

福岡県福岡市西区姪の浜1丁目21-21

調査・解析

132 株式会社オフィスステーションカジワラ

福岡県筑紫野市紫2丁目2番10号

事務用品

290 オリエント産業株式会社

福岡県福岡市中央区舞鶴1-4-19

ビル管理

231 隔測計装株式会社

福岡県福岡市南区寺塚1丁目28番5号

施設管理

大阪府柏原市本郷5丁目3番28号

度量衡機器

福岡県春日市若葉台東4丁目24

印刷

福岡県福岡市南区市崎1丁目1番5号

調査・解析

576 株式会社カブード

福岡県福岡市早良区内野4丁目14番8号

不用品回収

その他

204 株式会社環衛サービス

福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目2番23号

施設管理

ビル管理

福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目10番23号

調査・解析

ビル管理

144 株式会社環境衛生科学研究所福岡オフィス

福岡県久留米市百年公園1番1号

調査・解析

249 環境電子株式会社

福岡県福岡市早良区田隈2-17-1

医療用、理化学、薬品用品

479 株式会社環境分析技術センター

福岡県筑紫野市むさしケ丘1-23-16

調査・解析

614 株式会社環境施設

福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号

不用品回収

資材

ビル管理

742 株式会社環境開発

福岡県福岡市博多区吉塚6丁目6番36号

不用品回収

その他

施設管理

338 株式会社カンサイシステム環境事業部

福岡県福岡市博多区豊1丁目5-25

電気機械器具

機械器具

667 管清工業株式会社九州営業所

福岡県福岡市博多区那珂5丁目3番13号

施設管理

ビル管理

697 公益財団法人北九州生活科学センター福岡事業所

福岡県福岡市博多区千代1丁目2番4号福岡生活衛生食品会館4階

調査・解析

403 キヤノンシステムアンドサポート株式会社福岡営業部

福岡県福岡市博多区下川端町2-1

事務用品

129 株式会社キューコーリース

福岡県福岡市中央区高砂2丁目10番1号

物品・器具類のレンタルリース

22 九州オート ドアー株式会社

福岡県春日市下白水南5丁目5番地

ビル管理

24 一般財団法人九州環境管理協会

福岡県福岡市東区松香台1丁目10番1号

調査・解析

40 九州電気管理協同組合

福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8番12号

ビル管理

51 九州マニュテック株式会社

熊本県合志市上庄826番地4

その他

調査・解析

191 九州テクニカルメンテナンス株式会社

熊本県熊本市中央区水前寺公園28番43号

施設管理

調査・解析

317 九州海運株式会社

福岡県福岡市中央区那の津5丁目1番9号

調査・解析

ビル管理

不用品回収

454 一般財団法人九州電気保安協会福岡南事業所

福岡県太宰府市大字吉松47番3

ビル管理

477 九州地理情報株式会社

福岡県福岡市東区青葉2丁目30番1号

情報処理

印刷

写真･製図

482 九州ビルサービス株式会社

福岡県久留米市梅満町1650-11

ビル管理

消毒・防疫

警備

487 株式会社九州日立システムズ

福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目12番22号

電気機械器具

情報処理

584 株式会社九州テンシステムソリューション事業本部

福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目19番27号

電気機械器具

事務用品

620 九州総合サービス株式会社

福岡県福岡市博多区美野島3丁目1-28

その他

印刷

684 株式会社九州防災センター

福岡県春日市一の谷1丁目138番地

ビル管理

消防用品

240 キュウセツＡＱＵＡ株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目3番10号

施設管理

499 株式会社九電工福岡南営業所

福岡県筑紫野市天拝坂3丁目1-6

施設管理

ビル管理

773 九電テクノシステムズ株式会社

福岡県福岡市南区清水4-19-18

電気機械器具

機械器具

76 柏原計器工業株式会社
345 春日印刷有限会社
2 金子建設株式会社福岡支店

93 環境テクノス株式会社福岡支店

20 九有電子工業株式会社

久留米リサーチセンタービル事務所棟3階

福岡県福岡市早良区田隅2丁目24番17号

電気機械器具

電気機械器具

日用雑貨

不用品回収

その他

調査・解析

電気機械器具

施設管理

情報処理

電気機械器具

電気機械器具

380 株式会社ぎょうせい九州支社

福岡県福岡市早良区百道浜2丁目4番27号

AIビル2階

情報処理

サービス

印刷

127 株式会社共栄ビル・パートナーズ

福岡県福岡市南区向野２丁目11番10号

ビル管理

警備

サービス

733 株式会社共栄機工商会

福岡県福岡市博多区上牟田1丁目15番1号

機械器具

376 株式会社近代プラント

福岡県福岡市東区松島4丁目13番15号

ビル管理

施設管理

不用品回収

653 空研工業株式会社

福岡県福岡市中央区大濠公園2番39号

ビル管理

43 蔵田工業株式会社

福岡県福岡市南区那の川2丁目1番17号

機械器具

393 株式会社Green prop

福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番1-1号

不用品回収

113 株式会社クリーン商会

福岡県朝倉市堤816-2

ビル管理
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医療用、理化学、薬品用品

消毒・防疫

その他

（物品・役務関係）
登録番号

商号又は名称

住所

第１希望

第２希望

第３希望

243 株式会社グローバルソリューションズ

東京都品川区東品川2-2-25 サンウッド品川天王洲タワー2階

電気機械器具

度量衡機器

情報処理

598 株式会社ケイ・イー・エス福岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目18番30号

施設管理

機械器具

医療用、理化学、薬品用品

236 株式会社研進産業

福岡県福岡市博多区吉塚6丁目6番59号

調査・解析

不用品回収

707 株式会社建設技術研究所九州支社

福岡県福岡市中央区大名2-4-12

調査・解析

情報処理

514 株式会社光進ガードシステム

福岡県福岡市博多区千代4丁目17番27号

警備

ビル管理

776 株式会社コーユービジネス福岡営業所

福岡県福岡市博多区博多駅前3-13-1

印刷

情報処理

事務用品

394 国際航業株式会社福岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目6番3号

情報処理

印刷

調査・解析

344 株式会社コスモリサーチ

福岡県福岡市博多区春町2丁目8番9号

調査・解析

714 株式会社コタベ福岡営業所

福岡県糟屋郡粕屋町内橋728-1

医療用、理化学、薬品用品

558 寿防災工業株式会社

福岡県福岡市博多区冷泉町2番1号

ビル管理

消防用品

728 コニカミノルタジャパン株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区東比恵1-2-12

物品・器具類のレンタルリース

事務用品

561 小林クリエイト株式会社福岡営業部

福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目9-31福岡GAビル4階

印刷

情報処理

530 株式会社近藤

福岡県福岡市南区清水3丁目10番10号

事務用品

621 西戸崎興産株式会社

福岡県福岡市東区大岳2丁目1番1号

資材

675 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会

佐賀県佐賀市光1-1-2

調査・解析

107 有限会社佐藤商会

福岡県福岡市早良区東入部1丁目2番47号-203

調査・解析

140 佐和屋産業株式会社

福岡県筑紫野市大字山家4055-1

不用品回収

ビル管理

施設管理

703 株式会社三恵

福岡県福岡市博多区板付5丁目8-16

ビル管理

施設管理

機械器具

360 株式会社三光福岡営業所

福岡県福岡市博多区山王1丁目14-4

印刷

604 三幸工業株式会社

福岡県北九州市小倉北区米町2丁目2-1

情報処理

調査・解析

521 三洋ビル管理株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目19番27号

ビル管理

サービス

616 株式会社ＣＲＣ食品環境衛生研究所

福岡県福岡市東区松島5丁目7番6号

調査・解析

307 株式会社ジェイエスキューブ西日本サービス部

福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-15

事務用品

電気機械器具

情報処理

365 ＪＦＥエンジニアリング株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目7番27号

施設管理

機械器具

医療用、理化学、薬品用品

250 株式会社ＪＥＣＣ

東京都千代田区丸の内3丁目4番1号

物品・器具類のレンタルリース

情報処理

その他

446 島津システムソリューションズ株式会社福岡支店

福岡県福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル2階

医療用、理化学、薬品用品

750 ジヤックス警備保障有限会社

福岡県福岡市博多区麦野5丁目13番5号

警備

749 株式会社城建設

福岡県福岡市博多区麦野5丁目13番5号

調査・解析

その他

580 昭和メンテナンス工業株式会社福岡営業所

福岡県福岡市南区大楠1丁目7番15号

施設管理

医療用、理化学、薬品用品

751 株式会社昭和工業

福岡県福岡市南区横手4丁目18番39号

不用品回収

ビル管理

その他

755 昭和株式会社九州支社

福岡県福岡市博多区下川端町3番1号

情報処理

印刷

調査・解析

700 新川電機株式会社九州支社

福岡県福岡市博多区千代4-1-33西鉄千代県庁口ビル4Ｆ

医療用、理化学、薬品用品

機械器具

施設管理

656 株式会社シンコー

福岡県福岡市中央区天神4丁目7番17号

ビル管理

施設管理

警備

458 株式会社新生

福岡県糟屋郡宇美町大字井野432番地74

不用品回収

592 株式会社水機テクノス九州支店

福岡県福岡市博多区吉塚1丁目27番17号

施設管理

機械器具

医療用、理化学、薬品用品

147 水研化学工業株式会社福岡営業所

福岡県福岡市東区松田1-4-23

医療用、理化学、薬品用品

資材

187 水研工業株式会社

福岡県春日市惣利1丁目66番地

ビル管理

536 水ingエンジニアリング株式会社九州支店

福岡県福岡市中央区天神3丁目9番25号

機械器具

612 水ｉｎｇＡＭ株式会社九州支店

福岡県福岡市中央区天神3丁目9番25号

施設管理

551 株式会社菅原福岡営業所

福岡県福岡市東区箱崎4丁目15番37号

機械器具

福岡県春日市大和町4丁目8番ハイツニュー大和101号

資材

271 西部水道工事株式会社

福岡県福岡市早良区東入部1丁目2番47号-204

調査・解析

288 西部環境調査株式会社福岡事業所

福岡県福岡市博多区築港本町8番14号

調査・解析

ビル管理

553 西部電気工業株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅東3-7-1

電気機械器具

物品・器具類のレンタルリース

691 株式会社西部水道機器製作所

山口県下関市椋野町2丁目16番15号

度量衡機器

55 株式会社西部保安春日営業所

八重洲博多ビル6階
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その他

電気機械器具

医療用、理化学、薬品用品

施設管理

医療用、理化学、薬品用品

施設管理

（物品・役務関係）
登録番号

商号又は名称

住所

第１希望

448 セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

警備

772 綜合警備保障株式会社福岡支社

福岡県糟屋郡志免町別府北4丁目2番20号

警備

211 株式会社測研

福岡県北九州市戸畑区境川2丁目4番5号

539 第一環境株式会社九州・沖縄支店

福岡県福岡市中央区薬院4丁目3番5号

194 タイキ薬品工業株式会社

福岡県福岡市東区東浜1丁目9番4号

医療用、理化学、薬品用品

622 大成機工株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4

資材

628 大成ジオテック株式会社福岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目10-17

26 株式会社タイト綜合管理

福岡県福岡市西区戸切3丁目38番14号

98 株式会社太平エンジニアリング九州支店

第２希望

第３希望

物品・器具類のレンタルリース

医療用、理化学、薬品用品

医療用、理化学、薬品用品

施設管理

情報処理

その他

情報処理

調査・解析

情報処理

印刷

写真･製図

ビル管理

消毒・防疫

福岡県福岡市博多区東那珂1-13-53

ビル管理

371 株式会社太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

調査・解析

ビル管理

413 太平ビルサービス株式会社

福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号

ビル管理

警備

消毒・防疫

343 大和リース株式会社福岡支社

福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号

物品・器具類のレンタルリース

事務用品

資材

133 宝燃料工業株式会社

福岡県福岡市南区大橋2丁目11番16号岩井ﾋﾞﾙ201号

医療用、理化学、薬品用品

273 有限会社筑紫環境開発

福岡県那珂川市下梶原1丁目10番22号

ビル管理

施設管理

調査・解析

720 株式会社筑紫機材

福岡県太宰府市都府楼南2丁目20番23号

機械器具

資材

日用雑貨

146 株式会社中央設計技術研究所福岡事務所

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号

719 千代田興産株式会社本社営業統括部

施設管理

住友生命博多ビル12階

情報処理

福岡県福岡市中央区白金2-5-16

電気機械器具

機械器具

16 株式会社ディエスジャパン福岡店

福岡県糟屋郡久山町大字猪野878-51

事務用品

電気機械器具

27 株式会社データベース九州支店

福岡県福岡市中央区平尾5丁目14-31-303

施設管理

医療用、理化学、薬品用品

資材

福岡県福岡市博多区光丘町3丁目1番5号

調査・解析

120 株式会社テクノスジャパン

福岡県中央区舞鶴2丁目1番10号

ビル管理

587 株式会社テスコム九州支店

23 株式会社テクノ菱和九州支店

福岡県大野城市御笠川4丁目11番19号

調査・解析

722 デュプロ株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目5番28号

事務用品

電気機械器具

物品・器具類のレンタルリース

292 電協産業株式会社福岡営業所

福岡県福岡市早良区飯倉5丁目7番2号

医療用、理化学、薬品用品

機械器具

施設管理

437 株式会社電友社

福岡県福岡市中央区白金1丁目17番21号

ビル管理

143 東亜建設技術株式会社

福岡県福岡市西区西の丘1丁目7番1号

情報処理

印刷

写真･製図

402 東環工業株式会社

福岡県福岡市博多区西月隈4丁目8番29号

ビル管理

施設管理

410 東京計器株式会社北九州営業所

福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8

医療用、理化学、薬品用品

施設管理

493 株式会社東洋環境分析センター福岡事業所

福岡県福岡市博多区井相田3丁目5番10号

調査・解析

582 東洋計器株式会社福岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-25 第五博多偕成ビル

度量衡機器

206 東和環境科学株式会社九州支社

福岡県福岡市東区東浜1丁目5番12号

調査・解析

121 株式会社トーケミ西部支店

福岡県福岡市博多区東光2-17-17

資材

765 株式会社トキワ九州支店

福岡県京都郡苅田町京町1-5-1

医療用、理化学、薬品用品

105 株式会社トキワ設備春日営業所

福岡県春日市下白水北7丁目35

調査・解析

519 株式会社都市資源開発

福岡県福岡市博多区東光2丁目16番18号

不用品回収

274 有限会社那珂川事業センター

福岡県那珂川市下梶原1丁目10番26号
福岡県春日市下白水南1丁目146番地
福岡県春日市天神山7丁目97番地

ビル管理

福岡県福岡市博多区東光2-18-37セイントビル1Ｆ101

ビル管理

110 株式会社那乃津園芸春日営業所

福岡県春日市紅葉ヶ丘西3丁目17番地

日用雑貨

374 株式会社にしけいセキュリティサービス

福岡県福岡市中央区清川3丁目4番11号

電気機械器具

物品・器具類のレンタルリース

510 株式会社西日本空調システム

福岡県福岡市博多区東月隈4丁目7番4号

ビル管理

機械器具

512 西日本地図出版株式会社

福岡県福岡市大楠2丁目8番13号

印刷

看板・標識

624 株式会社西日本リサーチ・センター

福岡県福岡市中央区今泉1丁目4番1号

調査・解析

725 株式会社西日本水道センター九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10-8F

調査・解析

53 株式会社中原工務店春日営業所
7 有限会社ナカムラセイカン
73 株式会社ナカムラ消防化学福岡営業所
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施設管理

機械器具

不用品回収

施設管理

ビル管理

調査・解析

ビル管理

消防用品

警備

その他

（物品・役務関係）
登録番号

商号又は名称

住所

第１希望

第２希望

第３希望

593 株式会社西原環境九州支店

福岡県福岡市南区横手1丁目12番48号

機械器具

医療用、理化学、薬品用品

施設管理

571 ニシム電子工業株式会社福岡支店

福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号

電気機械器具

物品・器具類のレンタルリース

日用雑貨

142 ニチレキ株式会社九州支店

福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2-3-17

資材

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目9番24号

度量衡機器

496 株式会社日水コン九州支所

17 株式会社ニッコク九州支店

福岡県福岡市博多区祇園町7番20号（博多祇園センタープレイス）

情報処理

調査・解析

518 日通商事株式会社福岡支店

福岡県福岡市博多区下呉服町1-1

物品・器具類のレンタルリース

燃料

134 日東工営株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区店屋町１番35号

物品・器具類のレンタルリース

日用雑貨

599 日本電気株式会社九州支社

福岡県福岡市博多区御供所町1番1号

電気機械器具

情報処理

109 日本乾溜工業株式会社福岡本社営業部

福岡県糟屋郡粕屋町仲原2729番地4

機械器具

繊維製品

その他

762 株式会社日本管財環境サービス九州支店

福岡県福岡市中央区天神4丁目2番20号

施設管理

機械器具

医療用、理化学、薬品用品

644 日本原料株式会社九州営業所

福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目14-34

資材

医療用、理化学、薬品用品

施設管理

192 株式会社日本スイコー北九州支店

福岡県北九州市八幡西区藤田2丁目2番17号

調査・解析

291 株式会社日本電子

福岡県福岡市南区折立町5番59号

電気機械器具

ビル管理

651 日本無線株式会社九州支社

福岡県福岡市博多区綱場町4番1号

電気機械器具

ビル管理

138 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目31番1号

施設管理

513 ノダック株式会社九州事業所

熊本県熊本市東区東野4丁目1番3号

その他

106 株式会社野村商店

福岡県福岡市早良区東入部1丁目2番47号-202

調査・解析

508 パシフィックコンサルタンツ株式会社九州支社

福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番21号

情報処理

調査・解析

320 株式会社パスコ福岡支店

福岡県福岡市博多区東比恵3丁目5番2号

情報処理

調査・解析

写真･製図

122 有限会社馬場産業筑紫野営業所

福岡県筑紫野市天山673番1

資材

646 株式会社ビー・エイド中西

福岡県福岡市西区飯氏935-6

機械器具

福岡県福岡市中央区六本松2丁目12番19号

情報処理

電気機械器具

物品・器具類のレンタルリース

福岡県福岡市南区的場2丁目25番11号

医療用、理化学、薬品用品

25 株式会社ＢＣＣ
572 樋口薬品工業株式会社
32 久野印刷株式会社

機械器具

不用品回収

消防用品

福岡県福岡市博多区奈良屋町3番1号

印刷

197 日之出水道機器株式会社九州支店九州営業所

福岡県福岡市博多区堅粕5丁目8番18号

資材

535 平山産業株式会社

福岡県北九州市八幡西区別当町25番3号

医療用、理化学、薬品用品

資材

473 株式会社ファノバ九州支店

福岡県大野城市東大利3丁目16番21号

その他

施設管理

405 株式会社ファビルス

福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目1番1号

ビル管理

警備

消毒・防疫

177 株式会社福岡パーティ企画

福岡県福岡市博多区浦田2-1-18

物品・器具類のレンタルリース

367 福岡ダイハツ販売株式会社太宰府インター店

福岡県太宰府市水城1丁目2番1号

車両・船舶

730 公益財団法人福岡県すこやか健康事業団

福岡県福岡市中央区天神4丁目1番32号

調査・解析

471 株式会社フクスイ

福岡県福岡市博多区金の隈3丁目14番15号

資材

746 福博綜合印刷株式会社

福岡県福岡市博多区堅粕3丁目16番36号

情報処理

印刷

写真･製図

322 富士ゼロックス福岡株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号

事務用品

電気機械器具

情報処理

386 フジテコム株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区東比恵3-4-2

機械器具

調査・解析

234 株式会社フチガミ

福岡県久留米市津福本町2300-10

その他

施設管理

681 株式会社ベスト電器福岡南法人営業部

福岡県太宰府市向佐野4-8-47

電気機械器具

機械器具

774 ホシザキ北九株式会社福岡南営業所

福岡県春日市春日原北町4丁目46番地

機械器具

その他

723 株式会社ポスティクル

福岡県大野城市筒井4丁目13-1

サービス

745 マイタウンサービス株式会社

福岡県福岡市南区玉川町9番12号

その他

721 前澤工業株式会社九州支店

福岡県福岡市中央区天神1丁目15番6号

資材

615 株式会社松田自動車整備工場

福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5番15号

車両・船舶

245 有限会社瑞穂空調

福岡県福岡市南区大橋3丁目15番9号

ビル管理

機械器具

276 三谷コンピュータ株式会社

福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

情報処理

物品・器具類のレンタルリース

福岡県福岡市博多区住吉1-2-25

ビル管理

1 三菱電機ビルテクノサービス株式会社九州支社
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消防用品

電気機械器具

（物品・役務関係）
登録番号

商号又は名称

住所

第１希望

第２希望

395 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社九州本部

福岡県福岡市博多区上牟田1丁目17番1号

ビル管理

施設管理

648 ミフネ商事株式会社

福岡県大野城市中3丁目13番1号

不用品回収

ビル管理

188 明電ファシリティサービス株式会社九州支店

福岡県福岡市博多区住吉5-5-3

ビル管理

310 メタウォーター株式会社九州営業部

福岡県福岡市博多区店屋町5番18号

電気機械器具

680 メディアシステム株式会社福岡営業所

福岡県福岡市中央区清川2丁目2-23-706号

調査・解析

566 安田建物管理株式会社

福岡県福岡市博多区東比恵3丁目5番3号

533 株式会社ヤマイチテクノ

大阪府大阪市西区靱本町2-4-8

268 株式会社大和速記情報センター福岡営業所

第３希望
電気機械器具

機械器具

施設管理

ビル管理

警備

消毒・防疫

情報処理

電気機械器具

物品・器具類のレンタルリース

福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-23

サービス

情報処理

130 株式会社横手技研

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4番8号

資材

医療用、理化学、薬品用品

679 株式会社ライフライン北九州営業所

福岡県北九州市小倉北区東篠崎1丁目1-15-A402

調査・解析

情報処理

659 株式会社リクチ漏水調査

東京都新宿区中落合3丁目21番2号

調査・解析

機械器具

334 株式会社リサーチアンドソリューション

福岡県福岡市博多区上呉服町12番33号

情報処理

電気機械器具

福岡県福岡市博多区博多駅前南1丁目8番13号

ビル管理

機械器具

710 株式会社リンクジャパン

東京都港区芝4丁目7-1

電気機械器具

度量衡機器

情報処理

429 株式会社若杉青松園那珂川営業所

福岡県那珂川市安徳869-11

物品・器具類のレンタルリース

442 株式会社渡辺

福岡県春日市須玖南5丁目12番地

電気機械器具

機械器具

資材

59 株式会社菱熱

西山ビル6F
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施設管理

