
(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30206 株式会社　ああすでい 福岡県春日市惣利１丁目30番地
物品・器具類のレンタル
リース

事務用品 電気機械器具

30228 株式会社愛香園 春日営業所 春日市昇町六丁目６９番地
物品・器具類のレンタル
リース

日用雑貨

30215 愛知時計電機株式会社 福岡支店 福岡市南区高宮5-3-12ﾆｼｺｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ高宮5階 度量衡機器

30188 アイテック株式会社 福岡支店 福岡市西区姪の浜二丁目3番11‐304号 施設管理 その他

30249 株式会社アイワ 福岡営業所 福岡市南区柳瀬２丁目３－２ 水処理薬品 施設管理

30138 アオヤギ株式会社 福岡市中央区渡辺通2丁目9番31号 写真・製図 情報処理 印刷

30144 浅野アタカ株式会社 九州支店 福岡市中央区白金二丁目11番9号 施設管理 機械器具
医療用、理化学、薬品用
品

30073 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

30080 旭梱包運輸株式会社 北九州市戸畑区三六町14番22号 水処理薬品

30143 株式会社旭商会 福岡市中央区大名2丁目4番30号　西鉄赤坂ビル ビル管理 警備 消毒・防疫

30167 アジア航測株式会社 福岡支店 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

30190 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

30102 東機械工業　株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目18番5号 施設管理

30117 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 消毒・防疫

30199 アロー印刷株式会社 福岡支店 福岡県福岡市博多区下川端町１０番５号　博多麴屋番ビル 印刷

30251 安藤造園土木株式会社 福岡県福岡市早良区２丁目１－５４ その他 施設管理

30156 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

施設管理

30048 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

30070 株式会社イセトー 福岡支店 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

30218 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

30051 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一丁目12番48号 その他 施設管理 調査解析

30085 株式会社ウエスコ 筑紫営業所 那珂川市松原2-10-408 写真・製図 調査解析

30181 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5-12-1 水処理薬品 施設管理
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30021 株式会社ウォーターワークス 福岡市博多区春町1丁目6番1-310号 調査解析

30163 株式会社ウチダシステムズ 九州支社 福岡市博多区諸岡五丁目２－１ 電気機械器具 事務用品
物品・器具類のレンタル
リース

30149 エア・ウォーター・マテリアル株式会社 福岡事業所 福岡県福岡市博多区上呉服町10-1
医療用、理化学、薬品用
品

30241 株式会社　栄進コーポレーション 福岡市博多区千代5-1-1 警備

30058 株式会社永大開発コンサルタント 筑紫支店 福岡県筑紫野市針摺中央２丁目８番５号 情報処理

30012 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　北九州銀行呉服町ビル 電気機械器具
医療用、理化学、薬品用
品

資材

30152 株式会社エーワン 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

30175 エコアス株式会社 福岡市博多区西月隈四丁目８番３２号 不用品回収 ビル管理 施設管理

30222 エス・イー・シーエレベーター株式会社 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅三丁目9番８号 ビル管理

30077 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 九州支店 福岡市中央区天神一丁目10番20号
物品・器具類のレンタル
リース

30125 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 九州支店 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 電気機械器具 ビル管理

30214 エヌエス環境株式会社 九州支店 福岡市博多区相生町3-2-3 調査解析

30075 株式会社エヌケーエス 大阪市淀川区新高一丁目８番１７号 施設管理 度量衡機器
医療用、理化学、薬品用
品

30055
株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト カスタマー
ソリューション事業推進部

大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 その他

30104 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 水処理薬品 資材

30015 株式会社　ＥＮＪＥＣ 福岡県福岡市南区長丘三丁目１番１８号 調査解析

30025 扇精光ソリューションズ株式会社 長崎県長崎市田中町585-5 情報処理 電気機械器具
物品・器具類のレンタル
リース

30139 株式会社旺計社 福岡支店 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

30060 大神設計株式会社 福岡市南区柏原1丁目4-11 写真・製図

30203 株式会社オークラ 福岡県太宰府市通古賀４丁目５番３号 サービス 看板・標識

30216 株式会社オーニシ 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
物品・器具類のレンタル
リース

30158 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

30217 ＯＫＩクロステック株式会社 九州支社別館 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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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30154 株式会社オキローボ 福岡支社 福岡市西区姪の浜一丁目21－21 調査解析

30057 有限会社お茶の星陽園 福岡県春日市惣利１丁目１８番 日用雑貨

30040 株式会社オフィスステーションカジワラ 福岡県筑紫野市紫二丁目2番10号 事務用品 電気機械器具

30063 オリエント産業株式会社 福岡市中央区舞鶴１－４－１９ ビル管理

30045 隔測計装株式会社 福岡市南区寺塚一丁目28番5号 施設管理 電気機械器具

30212 柏原計器工業株式会社 大阪府柏原市本郷５丁目３番２８号 度量衡機器

30072 春日印刷有限会社 春日市若葉台東4丁目24 印刷 繊維製品 日用雑貨

30017 金子建設株式会社 福岡支店 福岡市南区市崎１丁目１番５号 調査解析

30187 株式会社カブード 福岡市早良区内野四丁目14番8号 不用品回収 その他

30254 株式会社　キューコーリース 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

30034 株式会社環衛サービス 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 不用品回収

30005 株式会社環境衛生科学研究所 福岡営業所 福岡県筑紫野市光が丘５丁目１の５ 調査解析

30081 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

30207 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

30003 環境テクノス株式会社 福岡支店 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

30213 株式会社環境分析技術センター 福岡県筑紫野市むさしヶ丘一丁目23番16号 調査解析

30024 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

30011 管清工業株式会社 九州支店 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 調査解析

30256 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博多リバレインイースト
サイト7F

事務用品 電気機械器具

30016 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

30165 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

30001 一般財団法人九州環境管理協会 福岡市東区松香台一丁目10番1号 調査解析

30170 一般社団法人九州広域行政事務支援機構 福岡市中央区天神三丁目７－２４八尋ビル４階 情報処理 その他
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30161 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番28号 その他 印刷

30120 九州地理情報株式会社 福岡県福岡市東区青葉二丁目３０番１号 情報処理 印刷 写真・製図

30210 九州テクニカルメンテナンス株式会社 熊本市東区健軍一丁目38番1号 施設管理 調査解析 その他

30244 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 情報処理

30010 九州電気管理協同組合 福岡市博多区博多駅南1丁目8番12号 ビル管理

30096 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

30259 九州バーク株式会社 福岡県嘉麻市牛隈650番地2 その他

30179 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二丁目１２番２２号 情報処理 電気機械器具

30130 九州ビルサービス株式会社 福岡県久留米市梅満町高海1650-11 ビル管理 消毒・防疫 警備

30250 株式会社九州防災センター 福岡県春日市一の谷一丁目１３８番地 ビル管理 消防用品

30078 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

30041 キュウセツＡＱＵＡ株式会社 福岡市博多区博多駅東一丁目3番10号 施設管理

30164 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 電気機械器具

30252 九電テクノシステムズ株式会社 福岡県福岡市南区清水四丁目１９番１８号 電気機械器具 機械器具

30022 九有電子工業株式会社 福岡県福岡市早良区田隈二丁目24番17号 電気機械器具

30026 株式会社　共栄機工商会 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目15番1号 機械器具

30131 株式会社共栄ビル・パートナーズ 福岡市南区向野二丁目１１番１０号 ビル管理 警備 サービス

30183 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

30132 共立機巧株式会社 愛知県名古屋市中村区岩塚本通三丁目３番地 機械器具

30067 株式会社近代プラント 福岡県福岡市東区松島四丁目13番15号 ビル管理 施設管理 不用品回収

30119 空研工業株式会社 工事部 福岡市西区内浜2丁目4番38号 ビル管理

30042 蔵田工業株式会社 福岡県福岡市南区大楠二丁目12番12号 機械器具 水処理薬品

30194 株式会社クリーン商会 福岡県朝倉市堤８１６－２ ビル管理 消毒・防疫 その他
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30225 株式会社クレハトレーディング 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅前2-6-10　FKﾋﾞﾙ 水処理薬品

30198 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

30126 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二丁目18-30八重洲博多ビル6階 施設管理 機械器具
医療用、理化学、薬品用
品

30006 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

30035 株式会社建設技術研究所 九州支社 福岡市中央区大名2-4-12 調査解析 情報処理 その他

30103 公益財団法人北九州生活科学センター 福岡事業所
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

30137 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

30196 高奉産業株式会社 福岡市東区土井2丁目2番28号 資材

30122 国際航業株式会社 福岡支店 福岡市博多区博多駅東三丁目６番３号 情報処理 印刷 調査解析

30031 国際チャート　株式会社 本社 埼玉県桶川市赤堀一丁目３０番地 印刷

30066 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 その他

30202 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 水処理薬品
医療用、理化学、薬品用
品

30098 寿防災工業株式会社 福岡市博多区冷泉町2番1号 ビル管理 消防用品

30182 コニカミノルタジャパン株式会社 官公庁営業部 福岡市博多区東比恵１丁目２番１２号
物品・器具類のレンタル
リース

事務用品 電気機械器具

30257 小林クリエイト　株式会社 西日本営業部 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

30189 株式会社　近藤 福岡県福岡市南区清水3丁目10番10 事務用品

30135 西戸崎興産株式会社 福岡市東区大岳２丁目１番１号 資材
医療用、理化学、薬品用
品

施設管理

30238 西部瓦斯株式会社 福岡市博多区千代一丁目17番1号 ビル管理

30112 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

30065 佐銀コンピュータサービス株式会社 佐賀県佐賀市愛敬町７番１７号 情報処理

30208 佐和屋産業株式会社 福岡県筑紫野市大字山家4055番地の1 不用品回収 ビル管理 施設管理

30134 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

30140 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番1号 情報処理
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30229 株式会社サン電工社 福岡市中央区鳥飼二丁目６番５１号 電気機械器具 ビル管理 施設管理

30062 三洋ビル管理株式会社 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

30110 有限会社サンロック 鹿児島県垂水市浜平1805番地5 調査解析 度量衡機器

30099 株式会社三和エス・ピー 福岡市南区那の川一丁目６番２２号 ビル管理 消防用品

30009 三和シヤッター工業株式会社 九州事業部 福岡県大野城市御笠川4-13-1 ビル管理

30174 株式会社ＣＲＣ食品環境衛生研究所 福岡県福岡市東区松島五丁目7番6号 調査解析

30200 株式会社ジェイエスキューブ 第七営業本部 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

30184 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 九州支店 福岡市博多区博多駅東二丁目７番２７号 施設管理 機械器具
医療用、理化学、薬品用
品

30240 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 九州支店 福岡県福岡市中央区長浜一丁目1番1号ＫＢＣビル9階 電気機械器具 ビル管理

30091 株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号
物品・器具類のレンタル
リース

情報処理 その他

30153 株式会社システムビィー・アルファ 福岡県福岡市中央区薬院三丁目１６番２６号 電気機械器具 情報処理 事務用品

30082 島津システムソリューションズ株式会社 福岡支店 福岡市博多区冷泉町4-20　島津博多ﾋﾞﾙ2階
医療用、理化学、薬品用
品

30192 ジヤックス警備保障　有限会社 福岡市博多区麦野五丁目１３番５号 警備

30191 株式会社城建設 福岡市博多区麦野五丁目１３番５号 調査解析 その他

30209 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

30193 株式会社昭和工業 福岡市南区横手四丁目１８番３９号 不用品回収 ビル管理 その他

30141 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

30180 株式会社新出光 エネルギー事業部 福岡県福岡市博多区上呉服町1番10号 その他 燃料・電力供給 水処理薬品

30030 新川電機株式会社 九州支社 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

30121 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

30162 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

30233 新明和アクアテクサービス株式会社 九州センター 福岡県福岡市博多区半道橋１－２－１ 施設管理 機械器具

30046 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一丁目27番17号 施設管理 機械器具
医療用、理化学、薬品用
品
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30053 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 水処理薬品 資材
医療用、理化学、薬品用
品

30136 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

30176 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

30197 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 九州支店 福岡市中央区天神3-9-25 機械器具 施設管理

30124 株式会社菅原 福岡営業所 福岡市東区箱崎四丁目15番37号 機械器具
医療用、理化学、薬品用
品

施設管理

30142 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

30106 株式会社　西部水道機器製作所 山口県下関市椋野町二丁目16番15号 度量衡機器

30032 西部水道工事株式会社 福岡市早良区東入部１丁目２番４７号ー２０４ 調査解析

30019 西部電気工業株式会社 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

30029 株式会社　西部保安 春日営業所 春日市大和町4丁目8番ハイツニュー大和101号 資材

30220 有限会社成和産業 福岡県春日市昇町３丁目２１０番地 機械器具 資材 事務用品

30050 セコム　株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 警備
物品・器具類のレンタル
リース

医療用、理化学、薬品用
品

30242 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
医療用、理化学、薬品用
品

ビル管理

30150 株式会社測研 福岡県北九州市戸畑区境川２丁目4-5
医療用、理化学、薬品用
品

施設管理 情報処理

30223 第一環境株式会社 九州・沖縄支店 福岡市中央区薬院四丁目3番5号 その他 情報処理 調査解析

30247 タイキ薬品工業株式会社 福岡市東区東浜一丁目９番４号
医療用、理化学、薬品用
品

水処理薬品

30231 大成機工株式会社 大成機工株式会社九州支店 福岡市博多区博多駅前1-4-4 資材

30097 大成ジオテック株式会社 福岡支店 福岡市博多区博多駅南１丁目１０－１７ 情報処理 印刷 写真・製図

30013 株式会社タイト綜合管理 福岡市西区戸切３丁目３８番１４号 ビル管理 消毒・防疫

30224 株式会社太平エンジニアリング 九州支店 福岡市博多区東那珂1-13-53 ビル管理

30205 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二丁目2番31号 調査解析 ビル管理

30204 太平ビルサービス株式会社 福岡県福岡市中央区2丁目4番8号 ビル管理 警備 消毒・防疫

30148 大和リース株式会社 福岡支社 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
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30089 宝燃料工業株式会社 福岡市南区大橋２丁目１１番１６号岩井ビル201号 水処理薬品

30114 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

30221 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 資材 機械器具 度量衡機器

30118 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上呉服町12番33号 情報処理

30230 千代田興産株式会社 本社営業統括部 福岡市中央区白金2-5-16 電気機械器具 機械器具 ビル管理

30169 ＴＩＳ株式会社 福岡市博多区半道橋二丁目７番２５号 インテリア用品 サービス

30068 株式会社ティーユーシー 熊本県上益城郡益城町田原2170番地2 情報処理 電気機械器具

30083 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

30023 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 水処理薬品 資材

30172 株式会社テクアノーツ 福岡営業所 福岡県福岡市南区桧原7丁目10番25-405 その他 機械器具 消防用品

30020 株式会社テクノスジャパン 福岡市博多区光丘町３丁目１番５号 調査解析

30044 株式会社テクノユース 福岡県福岡市城南区鳥飼5丁目7番1号 不用品回収 調査解析 ビル管理

30059 株式会社テクノ菱和 九州支店 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 ビル管理

30071 株式会社テスコム 福岡県大野城市御笠川4丁目11番19号 調査解析

30084 デュプロ株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目5番28号 事務用品
物品・器具類のレンタル
リース

施設管理

30056 電協産業株式会社 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７－２０８ 水処理薬品
医療用、理化学、薬品用
品

機械器具

30151 株式会社電算システム 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 その他

30239 株式会社電友社 福岡市中央区白金1丁目17番21号 ビル管理

30038 東亜建設技術株式会社 福岡市西区西の丘一丁目７番１号 情報処理 印刷 写真・製図

30086 東環工業株式会社 福岡県福岡市博多区西月隈四丁目８番２９号 ビル管理 施設管理

30128 東京計器株式会社 福岡営業所 福岡市博多区博多駅前４－８－１５
医療用、理化学、薬品用
品

施設管理

30155 株式会社東洋環境分析センター 福岡事業所 福岡市博多区井相田三丁目5番10号 調査解析

30245 東洋計器株式会社 福岡支店 福岡市博多区博多駅東1-18-25 度量衡機器
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30195 東和環境科学株式会社 九州支店 福岡県福岡市東区東浜一丁目５番１２号 調査解析

30014 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 施設管理 機械器具

30226 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 水処理薬品

30054 株式会社トキワ設備 春日営業所 春日市下白水北7丁目35 調査解析

30061 株式会社都市資源開発 福岡市博多区東光2丁目16番18号 不用品回収

30201 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 福岡市博多区博多駅前４－４－１５ 情報処理 印刷 電気機械器具

30113 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 不用品回収 施設管理 ビル管理

30052 株式会社中原工務店 春日営業所 福岡県春日市下白水南１丁目１４６番地 調査解析 ビル管理

30159 株式会社ナカムラ消防化学 福岡営業所 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 消防用品

30166 有限会社ナカムラセイカン 福岡県春日市天神山７丁目９７番地 ビル管理

30079 株式会社那乃津園芸 春日営業所 春日市紅葉ケ丘西3丁目17番地 日用雑貨

30074 株式会社ナンゴウ 福岡県福岡市博多区大井2丁目10番9号 ビル管理 不用品回収 消毒・防疫

30100 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四丁目7番4号 ビル管理 機械器具

30036 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

30087 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

30123 株式会社西原環境 九州支店 福岡市南区横手一丁目12番48号 機械器具
医療用、理化学、薬品用
品

施設管理

30168 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

調査解析

30157 ニチレキ 株式会社 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丁目３番17号 資材

30008 株式会社ニッコク 九州支店 福岡市東区香椎駅前二丁目9番24号 度量衡機器

30115 株式会社日水コン 九州支所
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

30088 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

30185 日本電気株式会社 日本電気株式会社　九州支社 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 電気機械器具 情報処理

30177 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
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30173 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１－１４－３４ 資材
医療用、理化学、薬品用
品

施設管理

30027 株式会社日本スイコー 北九州支店 北九州市八幡西区藤田二丁目2番17号 調査解析

30004 日本水道管路　株式会社 福岡営業所 福岡県福岡市博多区千代二丁目22番8号　一豊ビル202号 調査解析

30232 株式会社日本電子 福岡県福岡市南区折立町5-59 電気機械器具 ビル管理

30064 日本無線株式会社 九州支社 福岡市博多区綱場町４番１号 電気機械器具 ビル管理

30093 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四丁目３１番１号 施設管理

30133 株式会社パスコ 福岡支店 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

30095 有限会社　馬場産業 筑紫野営業所 福岡県筑紫野市大字天山673番1 資材

30146 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

30127 株式会社ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松二丁目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

30108 樋口薬品工業株式会社 福岡市南区的場2丁目25番11号 水処理薬品
医療用、理化学、薬品用
品

30033 久野印刷株式会社 福岡県福岡市博多区奈良屋町３番１号 印刷

30160 日之出水道機器株式会社 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

30145 平山産業株式会社 北九州市八幡西区別当町25番3号 水処理薬品 資材

30107 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

30248 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

30235 公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構 福岡県福岡市中央区天神4丁目1番32号 調査解析

30237 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

30219 株式会社福岡パーティ企画 福岡市博多区浦田2-1-18
物品・器具類のレンタル
リース

30253 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 資材 機械器具

30236 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

30116 フジ地中情報株式会社 九州支店 福岡市南区横手１－１２－４８ 調査解析 その他 情報処理

30076 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
医療用、理化学、薬品用
品

調査解析
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30186 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 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 事務用品 電気機械器具 情報処理

30227 株式会社フチガミ 福岡県久留米市津福本町2300-10 不用品回収 施設管理 ビル管理

30255 株式会社細井 福岡県福岡市中央区那の津4-4-5 繊維製品

30039 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

30234 前澤工業株式会社 九州支店 福岡市中央区天神一丁目１５番６号 資材

30109 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

30092 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

電気機械器具

30178 三井金属商事株式会社 福岡支店 福岡県福岡市博多区店屋町1-35　博多三井ビル2号館4階 水処理薬品

30069 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 九州支社 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ ビル管理

30047 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 九州本部 福岡市博多区上牟田一丁目17番1号 施設管理 ビル管理 電気機械器具

30147 ミフネ商事株式会社 福岡県大野城市中三丁目１３番１号 不用品回収 ビル管理

30171 株式会社宮原土木建設 福岡県太宰府市大佐野3丁目11番18号 その他 機械器具

30101 明電ファシリティサービス株式会社 九州支店 福岡市博多区住吉五丁目５番３号 ビル管理

30037 メタウォーター株式会社 九州営業部 福岡市博多区店屋町５番１８号 電気機械器具 機械器具 施設管理

30028 メディアシステム株式会社 福岡営業所 福岡市中央区清川2丁目2-23-706号 調査解析

30246 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 ビル管理 警備 消毒・防疫

30211 株式会社ヤマイチテクノ 大阪府大阪市西区靱本町２丁目４番８号 情報処理 電気機械器具
物品・器具類のレンタル
リース

30111 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 福岡支店 福岡市博多区博多駅前1-2-5 施設管理 ビル管理 機械器具

30007 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

30018 株式会社横手技研 福岡市東区香椎駅前二丁目４番８号 資材 施設管理

30258 株式会社ライオス 佐賀県鳥栖市三島町4917番地 不用品回収

30105 株式会社ライフライン 北九州営業所 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

30043 株式会社リクチ漏水調査 東京都新宿区中落合三丁目２１番２号 調査解析
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(物品・役務関係) (令和4年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

30094 株式会社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番33号 情報処理 電気機械器具

30090 株式会社菱熱 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 ビル管理 機械器具

30243 株式会社リンクジャパン 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目９−５　池松ビル　４F 電気機械器具 機械器具 情報処理

30002 ワールドウォーターバッグ株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川１丁目6-23 消防用品

30129 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

30049 株式会社渡辺 福岡県春日市須玖南五丁目１２番地 電気機械器具 機械器具 資材
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