R03 入札結果（物品・役務）

入札日

4月13日

入札件名

水道料金システム帳票出力業務

場所

春日那珂川水道企業団料金
課指定場所

落札金額

指名業者

落札業者

トッパン・フォームズ株式会社西日本
¥5,944,800
事業部第一営業本部

株式会社イセトー福岡支店

株式会社コーユービジネス福岡営業所

小林クリエイト株式会社福岡営業部

トッパン・フォームズ株式会社西日本事業部第一営業本部

九州総合サービス株式会社
福博綜合印刷株式会社

4月13日

令和3年度
量水器購入φ20

春日市原町２丁目３０－２

¥2,435 株式会社ニッコク 九州支店

株式会社ニッコク 九州支店

愛知時計電機株式会社 福岡支店

柏原計器工業株式会社

株式会社西部水道機器製作所

アズビル金門株式会社 九州支店
東洋計器株式会社 福岡支店

4月13日

令和3年度
量水器修理φ13

春日市原町２丁目３０－２

¥880 柏原計器工業株式会社

株式会社ニッコク 九州支店

愛知時計電機株式会社 福岡支店

柏原計器工業株式会社

株式会社西部水道機器製作所

アズビル金門株式会社 九州支店
東洋計器株式会社 福岡支店

4月13日

令和3年度
量水器修理φ25

春日市原町２丁目３０－２

¥1,200 株式会社ニッコク 九州支店

株式会社ニッコク 九州支店

愛知時計電機株式会社 福岡支店

柏原計器工業株式会社

株式会社西部水道機器製作所

アズビル金門株式会社 九州支店
東洋計器株式会社 福岡支店

4月13日

令和3年度
量水器修理φ30

春日市原町２丁目３０－２

¥3,800 東洋計器株式会社 福岡支店

株式会社ニッコク 九州支店

愛知時計電機株式会社 福岡支店

柏原計器工業株式会社

株式会社西部水道機器製作所

アズビル金門株式会社 九州支店
東洋計器株式会社 福岡支店

4月13日

令和3年度
量水器修理φ40

春日市原町２丁目３０－２

¥8,220 愛知時計電機株式会社 福岡支店

株式会社ニッコク 九州支店

愛知時計電機株式会社 福岡支店

柏原計器工業株式会社

株式会社西部水道機器製作所

アズビル金門株式会社 九州支店
東洋計器株式会社 福岡支店

4月13日

令和3年度
量水器修理φ50

春日市原町２丁目３０－２

¥42,200 愛知時計電機株式会社 福岡支店

株式会社ニッコク 九州支店

愛知時計電機株式会社 福岡支店

柏原計器工業株式会社

株式会社西部水道機器製作所

アズビル金門株式会社 九州支店
東洋計器株式会社 福岡支店

4月13日

令和3年度
次亜塩素酸ナトリウム
(東隈浄水場)単価契約

那珂川市東隈１丁目９－１
東隈浄水場

¥29.5 株式会社エム・ケイ・ケミカル

水研化学工業株式会社福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー福岡営業所

タイキ薬品工業株式会社

株式会社コタベ福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル
樋口薬品工業株式会社

4月13日

令和3年度
次亜塩素酸ナトリウム
(埋金浄水場)単価契約

那珂川市大字埋金８１５－１
埋金浄水場

¥40.0 樋口薬品工業株式会社

水研化学工業株式会社福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー福岡営業所

タイキ薬品工業株式会社

株式会社コタベ福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル
樋口薬品工業株式会社
水研化学工業株式会社福岡営業所

4月13日

令和3年度
次亜塩素酸ナトリウム
（20kg容器）単価契約

春日市原町２丁目３８－２
原町浄水場

¥1,800 水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社コタベ福岡営業所

タイキ薬品工業株式会社
株式会社エム・ケイ・ケミカル
樋口薬品工業株式会社

4月13日

令和3年度
ポリ塩化アルミニウム
単価契約

那珂川市東隈１丁目９－１
東隈浄水場
那珂川市大字埋金８１５－１
埋金浄水場

¥23.5 株式会社エム・ケイ・ケミカル

水研化学工業株式会社福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

タイキ薬品工業株式会社

株式会社アイワ福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ福岡営業所

平山産業株式会社

旭梱包運輸株式会社

R03 入札結果（物品・役務）

入札日

4月13日

4月13日

入札件名

令和3年度
ポリ塩化アルミニウム（塩基度70％以上）
（20kg容器）単価契約

令和3年度
希硫酸
(東隈浄水場)単価契約

場所

春日市原町２丁目３８－２
原町浄水場

那珂川市東隈１丁目９－１
東隈浄水場

落札金額

指名業者

落札業者

¥1,900 株式会社エム・ケイ・ケミカル

¥50.0 株式会社エム・ケイ・ケミカル

水研化学工業株式会社福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

タイキ薬品工業株式会社

株式会社アイワ福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ福岡営業所

平山産業株式会社

旭梱包運輸株式会社

水研化学工業株式会社福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

タイキ薬品工業株式会社

株式会社アイワ福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ福岡営業所

平山産業株式会社

4月13日

令和3年度
希硫酸
(原町浄水場)単価契約

春日市原町２丁目３８－２
原町浄水場

¥61.0 水研化学工業株式会社 福岡営業所

水研化学工業株式会社福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

タイキ薬品工業株式会社

株式会社アイワ福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ福岡営業所

平山産業株式会社

4月13日

令和3年度
水酸化ナトリウム
(東隈浄水場)単価契約

那珂川市東隈１丁目９－１
東隈浄水場

¥16.5 株式会社エム・ケイ・ケミカル

水研化学工業株式会社福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

タイキ薬品工業株式会社

株式会社アイワ福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ福岡営業所

平山産業株式会社

4月13日

令和3年度
水酸化ナトリウム
(埋金浄水場)単価契約

那珂川市大字埋金８１５－１
埋金浄水場

¥35.0 株式会社エム・ケイ・ケミカル

水研化学工業株式会社福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

タイキ薬品工業株式会社

株式会社アイワ福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ福岡営業所

平山産業株式会社

4月13日

令和3年度
水酸化ナトリウム
(原町浄水場)単価契約

春日市原町２丁目３８－２
原町浄水場

¥66.0 水研化学工業株式会社 福岡営業所

水研化学工業株式会社福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

タイキ薬品工業株式会社

株式会社アイワ福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ福岡営業所

平山産業株式会社

4月13日

4月16日

4月16日

令和3年度
粉末活性炭
(５％ドライ)単価契約

令和3年度
浄水汚泥収集運搬及び処分業務

令和3年度
水位計点検及び流量観測業務

那珂川市東隈１丁目９－１
東隈浄水場

原町浄水場
東隈浄水場
埋金浄水場

春日市、那珂川市管内

¥202.0 宝燃料工業株式会社

¥7,470,000 九州海運株式会社

¥5,100,000 株式会社測研

株式会社データベース九州支店

電協産業株式会社福岡営業所

宝燃料工業株式会社

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社クレハトレーディング福岡営業所

水研化学工業株式会社福岡営業所

西戸崎興産株式会社

タイキ薬品工業株式会社

日本原料株式会社九州営業所

佐和屋産業株式会社

大野企業株式会社

株式会社昭和工業

有限会社那珂川事業センター

株式会社環境施設

株式会社テクノユース

九州海運株式会社

ミフネ商事株式会社

エコアス株式会社

株式会社環境開発

一般財団法人九州環境管理協会

株式会社フクスイ

環境テクノス株式会社福岡支店

株式会社環境分析技術センター

株式会社測研

新川電機株式会社九州支社

株式会社フチガミ
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 九州支社 株式会社西日本空調システム
4月16日

令和3年度
庁舎及び浄水場空調設備保守点検業務

春日市原町二丁目３０番地２
他３か所

株式会社太平エンジニアリング 九州 株式会社菱熱
¥480,000
支店
株式会社太平エンジニアリング 九州支店

株式会社三恵

有限会社瑞穂空調

4月16日

令和3年度
東隈浄水場その他施設庭木管理及び草刈業務

那珂川市東隈1丁目9-1他

¥3,800,000 有限会社森造園

都造園株式会社 春日営業所

株式会社飛鳥緑化建設 春日営業所

有限会社森造園

株式会社涼華園 那珂川営業所

環境グリーン有限会社 那珂川営業所

株式会社愛香園 春日営業所

株式会社那乃津園芸 春日営業所

株式会社若杉青松園 那珂川営業所

株式会社筑紫庭園

株式会社福田造園 春日営業所

株式会社芳野造園土木

R03 入札結果（物品・役務）

入札日

4月16日

4月16日

4月16日

5月10日

入札件名

令和3年度
埋金浄水場その他施設庭木管理及び草刈業務

令和3年度
原町浄水場その他施設庭木管理及び草刈業務

令和3年度
庁舎関連施設庭木管理及び草刈業務

令和3年度
広報紙水レター印刷製本業務

場所

那珂川市大字埋金815-1他

春日市原町2丁目38-2他

春日市原町２丁目３０番地２
他

春日市原町２丁目３０番地２

落札金額

指名業者

落札業者

¥2,450,000 株式会社若杉青松園 那珂川営業所

¥1,650,000 株式会社那乃津園芸 春日営業所

¥900,000 株式会社筑紫庭園

¥214,500 アロー印刷株式会社福岡支店

都造園株式会社 春日営業所

株式会社飛鳥緑化建設 春日営業所

有限会社森造園

株式会社涼華園 那珂川営業所

環境グリーン有限会社 那珂川営業所

株式会社愛香園 春日営業所

株式会社那乃津園芸 春日営業所

株式会社若杉青松園 那珂川営業所

株式会社筑紫庭園

株式会社福田造園 春日営業所

株式会社芳野造園土木

都造園株式会社 春日営業所

株式会社飛鳥緑化建設 春日営業所

有限会社森造園

株式会社涼華園 那珂川営業所

環境グリーン有限会社 那珂川営業所

株式会社愛香園 春日営業所

株式会社那乃津園芸 春日営業所

株式会社若杉青松園 那珂川営業所

株式会社筑紫庭園

株式会社福田造園 春日営業所

株式会社芳野造園土木

都造園株式会社 春日営業所

株式会社飛鳥緑化建設 春日営業所

有限会社森造園

株式会社涼華園 那珂川営業所

環境グリーン有限会社 那珂川営業所

株式会社愛香園 春日営業所

株式会社那乃津園芸 春日営業所

株式会社若杉青松園 那珂川営業所

株式会社筑紫庭園

株式会社福田造園 春日営業所

株式会社芳野造園土木

久野印刷株式会社

株式会社コーユービジネス福岡営業所

春日印刷有限会社

アロー印刷株式会社福岡支店

株式会社三光福岡営業所
西日本地図出版株式会社

6月3日

6月3日

令和3年度浄水場等電気計装設備保守点検業務
春日市及び那珂川市地内
及び電動弁分解整備

令和３年度
量水器修理（その２）（単価契約） φ20

春日市原町２丁目３０番地２

¥15,400,000 隔測計装株式会社

¥1,000 株式会社ニッコク九州支店

株式会社ドーワテクノス環境システム営業部 福岡営業部

株式会社菅原福岡営業所

隔測計装株式会社

飯塚電機工業株式会社福岡支店

西日本オートメーション株式会社

末松九機株式会社

株式会社エース・ウォーター

株式会社九州日立

株式会社ニッコク九州支店

愛知時計電機株式会社福岡支店

柏原計器工業株式会社

株式会社西部水道機器製作所

アズビル金門株式会社九州支店
東洋計器株式会社福岡支店

6月3日

令和３年度
量水器修理（その２）（単価契約） φ75

春日市原町２丁目３０番地２

¥54,300 愛知時計電機株式会社福岡支店

株式会社ニッコク九州支店

愛知時計電機株式会社福岡支店

柏原計器工業株式会社

株式会社西部水道機器製作所

アズビル金門株式会社九州支店
東洋計器株式会社福岡支店

6月3日

令和３年度
量水器修理（その２）（単価契約） φ100

春日市原町２丁目３０番地２

¥65,800 愛知時計電機株式会社福岡支店

株式会社ニッコク九州支店

愛知時計電機株式会社福岡支店

柏原計器工業株式会社

株式会社西部水道機器製作所

アズビル金門株式会社九州支店
東洋計器株式会社福岡支店

7月8日

検針機器購入（モバイルプリンター）

春日市原町２丁目３０番地２

¥1,187,000 株式会社グローバルソリューションズ

株式会社ＢＣＣ

株式会社ベスト電器Ｎew太宰府店

株式会社グローバルソリューションズ

トッパン・フォームズ株式会社西日本事業部第一営業本部

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

株式会社ああすでい

7月8日

検針機器購入（スマートフォン）

春日市原町２丁目３０番地２

富士フイルムビジネスイノベーション
¥832,000
ジャパン株式会社

株式会社ＢＣＣ

株式会社ウチダシステムズ九州支社

株式会社グローバルソリューションズ

株式会社ベスト電器Ｎew太宰府店

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

株式会社ああすでい

10月7日

ＯＡ機器購入

春日市原町２丁目３０番地２

富士フイルムビジネスイノベーション
¥1,131,300
ジャパン株式会社

株式会社ディエスジャパン福岡店

株式会社ああすでい

株式会社ＢＣＣ

西部電気工業株式会社

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 ㈱ヤマダデンキベスト福岡南法人営業所

株式会社リサーチアンドソリューション

R03 入札結果（物品・役務）

入札日

入札件名

場所

落札金額

指名業者

落札業者
株式会社福岡銀行

10月7日

12月2日

春日那珂川水道企業団水道料金等コンビニエン
スストア等収納代行業務

応急給水用品及び修理用品購入

春日市原町２丁目３０番地２

春日那珂川水道企業団

¥9,507,690 株式会社電算システム

¥1,630,000 株式会社フクスイ

株式会社電算システム

株式会社エース・ウォーター

株式会社筑紫機材

株式会社フクスイ

前澤工業株式会社九州支店

平山産業株式会社

有限会社成和産業

大成機工株式会社九州支店

12月2日

12月2日

東隈浄水場取水口暗渠清掃業務

大牟田池堰堤部除草業務

那珂川市東隈1-9-1 東隈
浄水場内

春日市大字春日字大牟田
（大牟田池堰堤部）

¥2,800,000 佐和屋産業株式会社

¥2,400,000 株式会社愛香園春日営業所

佐和屋産業株式会社

株式会社環境施設

株式会社環衛サービス

ミフネ商事株式会社

エコアス株式会社

株式会社環境開発

大野企業株式会社

株式会社昭和工業

都造園株式会社春日営業所

環境グリーン有限会社那珂川営業所

株式会社涼華園那珂川営業所

株式会社芳野造園土木

株式会社福田造園春日営業所

株式会社愛香園春日営業所

株式会社テクノユース

株式会社飛鳥緑化建設春日営業所
株式会社データベース九州支店
12月16日 原町浄水場粒状活性炭等入替補充業務

春日市原町2-38-2（原町浄
水場内）

株式会社クレハトレーディング福岡営 宝燃料工業株式会社
¥4,500,000
業所
水研化学工業株式会社福岡営業所

株式会社コタベ福岡営業所
株式会社クレハトレーディング福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

1月20日

3月10日

3月10日

3月10日

3月10日

3月10日

春日貯水池防草シート敷設業務

薬品購入【次亜塩素酸ナトリウム・東隈(kg単価)】

薬品購入【次亜塩素酸ナトリウム・埋金(kg単価)】

春日市ちくし台５丁目１０７付
近（春日貯水池）

那珂川市東隈1丁目9-1 東
隈浄水場

那珂川市埋金815-1 埋金
浄水場

薬品購入【次亜塩素酸ナトリウム・原町(20kg容器 春日市原町2丁目38-2 原
単価)】
町浄水場

那珂川市東隈1丁目9-1 東
薬品購入【ポリ塩化アルミニウム・東隈、埋金(kg単
隈浄水場那珂川市埋金815価)】
1 埋金浄水場

薬品購入【ポリ塩化アルミニウム(塩基度70%以
上)・原町(20kg容器単価)】

春日市原町2丁目38-2 原
町浄水場

¥2,450,000 株式会社涼華園那珂川営業所

¥39.5 水研化学工業株式会社 福岡営業所

¥45 水研化学工業株式会社 福岡営業所

¥1,900 水研化学工業株式会社 福岡営業所

¥27.8 株式会社エム・ケイ・ケミカル

¥2,100 株式会社エム・ケイ・ケミカル

都造園株式会社春日営業所

株式会社飛鳥緑化建設春日営業所

有限会社森造園

株式会社涼華園那珂川営業所

環境グリーン有限会社那珂川営業所

株式会社愛香園春日営業所

株式会社那乃津園芸春日営業所

株式会社若杉青松園那珂川営業所

株式会社筑紫庭園

株式会社福田造園春日営業所

株式会社芳野造園土木

株式会社コタベ 福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

タイキ薬品工業株式会社

株式会社トキワ 九州支店

電協産業株式会社 福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ 福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

タイキ薬品工業株式会社

株式会社トキワ 九州支店

電協産業株式会社 福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ 福岡営業所

樋口薬品工業株式会社

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

タイキ薬品工業株式会社

株式会社トキワ 九州支店

電協産業株式会社 福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

平山産業株式会社

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社トキワ 九州支店

株式会社アイワ 福岡営業所

タイキ薬品工業株式会社

株式会社エム・ケイ・ケミカル

旭梱包運輸株式会社

樋口薬品工業株式会社

株式会社データベース 九州支店

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社エム・ケイ・ケミカル

タイキ薬品工業株式会社

平山産業株式会社

樋口薬品工業株式会社
株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

R03 入札結果（物品・役務）

入札日

3月10日

入札件名

薬品購入【希硫酸(70%希硫酸)・東隈(kg単価)】

場所

那珂川市東隈1丁目9-1 東
隈浄水場

落札金額

指名業者

落札業者

¥52 株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社トキワ 九州支店

タイキ薬品工業株式会社

株式会社エム・ケイ・ケミカル

樋口薬品工業株式会社

3月10日

薬品購入【希硫酸(70%希硫酸)・原町(kg単価)】

春日市原町2丁目38-2 原
町浄水場

¥67 水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社コタベ 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社トキワ 九州支店

タイキ薬品工業株式会社

株式会社エム・ケイ・ケミカル

樋口薬品工業株式会社

3月10日

薬品購入【水酸化ナトリウム(24%苛性ソーダ)・東
隈(kg単価)】

那珂川市東隈1丁目9-1 東
隈浄水場

¥21.3 株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社トキワ 九州支店

タイキ薬品工業株式会社

株式会社エム・ケイ・ケミカル

樋口薬品工業株式会社

3月10日

薬品購入【水酸化ナトリウム(24%苛性ソーダ)・埋
金(kg単価)】

那珂川市埋金815-1 埋金
浄水場

¥40 株式会社エム・ケイ・ケミカル

株式会社コタベ 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社トキワ 九州支店

タイキ薬品工業株式会社

株式会社エム・ケイ・ケミカル

樋口薬品工業株式会社

3月10日

薬品購入【水酸化ナトリウム(24%苛性ソーダ)・原
町(kg単価)】

春日市原町2丁目38-2 原
町浄水場

¥72 水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社コタベ 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社トキワ 九州支店

タイキ薬品工業株式会社

株式会社エム・ケイ・ケミカル

樋口薬品工業株式会社

3月10日

薬品購入【粉末活性炭(5％ドライ)・東隈(kg単価)】

那珂川市東隈1丁目9-1 東
隈浄水場

¥223 宝燃料工業株式会社

株式会社測研
3月10日

3月10日

令和４年度 水位計点検及び流量観測業務

令和４年度 自家用電気工作物保安管理業務

春日市、那珂川市管内

春日市市及び那珂川市地内

¥5,100,000

※ 応札額同一により、立会人
によるくじで落札決定

¥2,000,000 株式会社ファビルス

株式会社コタベ 福岡営業所

株式会社ウォーターエージェンシー 福岡営業所

宝燃料工業株式会社

水研化学工業株式会社 福岡営業所

株式会社トキワ 九州支店

電協産業株式会社 福岡営業所

タイキ薬品工業株式会社

株式会社エム・ケイ・ケミカル

平山産業株式会社

樋口薬品工業株式会社

株式会社データベース 九州支店

西戸崎興産株式会社

株式会社クレハトレーディング 福岡営業所

(一財)九州環境管理協会

株式会社フクスイ

環境テクノス株式会社 福岡支店

株式会社環境分析技術センター

株式会社測研

新川電機株式会社 九州支社

株式会社フチガミ
株式会社近代プラント
(一財)九州電気保安協会 福岡南事業所
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 九州
千代田興産株式会社 本社営業統括部
本部
株式会社ファビルス
九州電気管理協同組合
太平ビルサービス株式会社

3月10日

水道メーター等売却

春日市原町2丁目30番地2
春日那珂川水道企業団

¥616,000 柏原計器工業株式会社

愛知時計電機株式会社 福岡支店

東洋計器株式会社 福岡支店

アズビル金門株式会社 九州支店

株式会社ニッコク 九州支店

柏原計器工業株式会社
株式会社西部水道機器製作所

春日市原町2丁目30-2 春
日那珂川水道企業団
那珂川市東隈1丁目9-1 東
隈浄水場

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 九州支社
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ株式会社 九州支 ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ株式会社 九州支社
¥489,600
社
九州ビルサービス株式会社

3月17日

昇降機保守点検及び定期検査代行業務

3月17日

令和4年度～令和6年度 公道漏水修理等委託業 春日那珂川水道企業団給水
¥44,300,000 株式会社三機産業 春日営業所
務
区域内

株式会社トキワ設備 春日営業所

有限会社太成興業

有限会社開衛設備

株式会社筑紫商会

株式会社丸藤産業

株式会社藤野組

株式会社中原工務店 春日営業所

水研工業株式会社

中央設備株式会社

株式会社共和設備工業

株式会社三機産業 春日営業所

