
令和5年4月1日　現在

業 者 名 登 録 業 種

1 アイテック（株） 電気　 管　　 機械　 水道　 消防
2 アイム電機工業（株）九州支店 電気　 管　　 機械　 水道
3 青木あすなろ建設（株）九州支店 土木　 建築　 水道
4 青野スポーツ施設（株） 土木　 建築　 とび　 舗装　 造園
5 浅野アタカ（株）九州支店 とび　 電気　 管　　 機械　 水道　 清掃
6 （株）朝日工業社　九州支店 管　　 消防
7 （株）アセント 電気　 通信
8 （株）安藤・間　九州支店 土木　 建築　 電気　 管　　 鋼構　 水道　 解体
9 飯田鉄工（株）福岡営業所 鋼構
10 飯塚電機工業（株） 電気　 管　　 機械　 通信
11 （株）石垣　九州支店 機械　 水道
12 石垣メンテナンス（株）九州支店 機械

13
（株）ウォーターテック西日本支
店

土木　 電気　 機械　 水道

14 （株）ウチダテクノ 建築　 電気　 内装　 通信

15
（株）ＨＹＳエンジニアリング
サービス　九州支店

電気　 通信

16 エコー電子工業（株）本社 通信
17 エスエヌ環境テクノロジー（株） 機械　 清掃

18
（株）ＮＨＫテクノロジーズ福岡
総支社

通信

19 (株)ＮＴＴドコモ九州支社 通信
20 （株）荏原製作所　九州支社 管　　 機械　 水道
21 （株）大林組九州支店 土木　 建築　 電気　 鋼構　 水道　 消防
22 （株）大本組九州支店 土木　 建築
23 沖電気工業（株）九州支社 通信
24 奥アンツーカ（株）西日本支店 土木　 とび　 舗装　 造園
25 （株）奥村組　九州支店 土木　 建築　 とび　 解体
26 開成工業（株） 鋼構　 機械
27 隔測計装（株）熊本営業所 電気　 機械　 通信
28 （株）カブード 土木　 とび　 管

29
鎌田バイオ・エンジニアリング
（株）

機械　 水道　 清掃

30 （株）川崎技研 清掃

31 （株）環境開発
土木　 建築　 管　　 鋼構　 舗装　 浚渫　 塗装　 防水
造園　 水道　 解体

32 管清工業（株）熊本事業所 土木　 とび
33 （株）関電工　九州支店 電気　 通信
34 機動建設工業（株）九州支店 土木　 水道
35 （株）九州体育施設 とび　 内装　 機械　 造園
36 （株）九州テン　福岡本社 電気　 通信
37 九州日商興業（株） 機械　 さく井
38 （株）九南 土木　 とび　 電気　 管　　 鋼構
39 エクシオグループ（株）九州支店 土木　 とび　 電気　 舗装　 塗装　 通信
40 共和化工（株）福岡支店 土木　 建築　 電気　 管　　 タイル 機械　 水道　 清掃
41 協和機電工業（株）福岡支店 電気　 機械　 通信　 水道
42 極東開発工業（株） 機械　 清掃
43 極東サービス（株）九州出張所 機械
44 清本鉄工（株） 管　　 鋼構　 機械　 水道
45 （株）きんでん　九州支社 電気　 通信
46 （株）クボタ　九州支社 機械　 水道
47 クボタ環境サービス(株）九州支店 機械
48 クボタ機工（株）九州営業所 機械
49 蔵田工業（株） 電気　 管　　 機械　 水道　 清掃
50 栗原工業（株）九州支店 電気　 管　　 通信
51 ＫＳＳ（株） とび　 内装　 機械

52 （株）元創
大工　 左官　 石　　 屋根　 タイル 板金　 ガラス 塗装
防水　 内装　 機械　 熱絶　 建具　 清掃
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53 虹技（株） 電気　 タイル 機械　 清掃
54 国土防災技術（株）熊本支店 土木　 とび　 造園
55 （株）コトブキ　九州支店 とび

56
コトブキシーティング（株）九州
支店

とび

57 （株）コモンテックス タイル 機械　 清掃

58 五洋建設（株）九州支店
土木　 建築　 とび　 石　　 屋根　 電気　 鋼構　 舗装
浚渫　 水道　 解体

59 佐藤工業（株）九州支店
土木　 建築　 とび　 電気　 管　　 舗装　 浚渫　 内装
水道

60 サノ・テクノ（株） 電気　 管　　 タイル 機械　 清掃
61 三機工業（株）九州支店 電気　 管　　 機械　 水道

62
（株）サンケン・エンジニアリン
グ

電気　 機械　 通信

63 三建設備工業（株）九州支店 管
64 三晃工業（株） 機械
65 三精工事サービス（株）九州支店 機械

66
三精テクノロジーズ（株）九州営
業所

機械

67 （株）サンテック　九州支社 電気
68 （株）ＧＳユアサ　九州支社 電気

69
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産
業システム　九州支店

通信　 消防

70 四国環境整備興業（株） 土木　 とび　 管　　 機械
71 清水建設（株）九州支店 土木　 建築

72
昭和コンクリート工業（株）九州
支店

土木　 とび　 水道

73 シンク・エンジニアリング（株） 電気　 機械　 通信

74
（株）神鋼環境ソリューション
九州支社

機械　 水道

75 新生テクノス（株）九州支社 電気　 消防

76
新明和アクアテクサービス（株）
九州センター

電気　 管　　 機械

77
新明和工業（株）流体事業部　営
業本部　九州支店

管　　 機械　 清掃

78 新菱冷熱工業（株）九州支社 管
79 （株）水機テクノス　九州支店 電気　 機械　 水道
80 水道機工（株）九州支店 機械　 水道
81 須賀工業（株）九州支店 管

82
（株）スポーツテクノ和広 九州支
店

土木　 建築　 とび　 舗装　 造園

83 住友電設（株）九州支店 電気　 通信　 消防
84 （株）正興電機製作所 電気　 機械　 通信
85 西武建設（株）九州支店 土木　 建築　 解体

86 （株）錢高組　九州支店
土木　 建築　 とび　 電気　 管　　 舗装　 内装　 造園
水道　 解体

87 第一設備工業（株）九州支店 管
88 大成温調（株）九州支店 管
89 大成機工（株）九州支店 土木　 鋼構　 塗装　 水道
90 大豊建設（株）九州支店 土木　 建築　 水道
91 千代田興産（株） 電気　 通信
92 都築電気（株）福岡オフィス 電気　 通信
93 （株）鶴見製作所　九州支店 機械
94 （株）テクアノーツ　九州事業所 土木　 とび　 鋼構　 塗装　 水道
95 （株）テクネ 管　　 機械　 水道
96 テクノシステム（株） 電気　 通信
97 （株）テクノ菱和　九州支店 管
98 鉄建建設（株）九州支店 土木　 建築
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99 電気興業（株）九州支店 電気　 通信
100 （株）電業社機械製作所九州支店 機械　 水道
101 東急建設（株）九州支店 土木　 建築　 とび　 水道
102 東光電気工事（株）九州支社 電気　 通信

103
東芝インフラシステムズ（株）九
州支社

電気　 機械　 通信

104 東芝エレベータ（株）九州支社 機械
105 (株)トーケミ　西部支店 管　　 機械　 水道

106
（株）トータルメディア開発研究
所

建築　 内装

107 戸田建設（株）九州支店
土木　 建築　 とび　 屋根　 電気　 管　　 タイル 鋼構
舗装　 ガラス 塗装　 防水　 内装　 建具　 水道　 解体

108 飛島建設（株）九州支店 土木　 建築　 とび　 水道　 解体
109 ドリコ（株）福岡支店 土木　 電気　 管　　 機械　 さく井 水道
110 （株）酉島製作所　九州支店 電気　 機械　 水道
111 （株）ナガワ　福岡営業所 建築　 大工　 電気　 解体
112 ニシダテクノサービス（株） 鋼構
113 （株）西原環境九州支店 管　　 機械　 水道　 清掃

114 西松建設（株）九州支社
土木　 建築　 とび　 屋根　 電気　 管　　 防水　 内装
機械　 水道　 解体

115 （株）日光製作所 とび　 造園
116 日新電機（株）九州支店 電気
117 日水産業（株）関西事業所 機械　 水道
118 日鉄鉱コンサルタント（株） 土木　 とび　 さく井
119 日東工営（株）九州支店 建築

120
日本エレベーター製造（株）福岡
営業所

機械

121
日本オーチス・エレベータ（株）
九州支店

機械

122 日本コムシス（株）九州支店 電気　 通信
123 （株）日本ピーエス　九州支店 土木　 とび　 水道
124 （株）日本管財環境サービス 電気　 管　　 清掃　 解体
125 日本技建（株） 機械
126 日本国土開発（株）九州支店 土木　 建築
127 日本体育施設（株）九州営業所 土木　 とび　 舗装　 造園
128 （株）乃村工藝社 建築　 鋼構　 内装
129 長谷川体育施設（株）九州支店 土木　 とび　 舗装　 造園
130 八光海運（株）熊本支店 土木　 とび　 浚渫　 解体

131
パナソニック環境エンジニアリン
グ（株）　西日本支店

電気　 管　　 機械

132
パナソニックコネクト（株）現場
ソリューションカンパニー九州社

電気　 通信

133
（株）日立インダストリアルプロ
ダクツ　西部支店

電気　 機械　 水道

134 日立造船（株）九州支社 機械　 水道　 清掃

135
（株）日立ビルシステム　西日本
支社

管　　 機械

136 日比谷総合設備（株）九州支店 電気　 管
137 フコク電興（株） 電気　 鋼構　 塗装　 通信
138 富士建設工業（株） 電気　 管　　 タイル 機械
139 （株）フジタ　九州支店 土木　 建築
140 フジタ道路（株）九州支店 土木　 舗装

141
（株）富士通ゼネラル　九州情報
通信ネットワーク営業部

通信

142 富士通フロンテック（株） 電気　 通信
143 フジテック（株）九州支店 機械
144 富士電機（株）九州支社 電気　 機械　 通信
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145 （株）フソウ　九州支店
土木　 建築　 電気　 管　　 鋼構　 浚渫　 機械　 通信
水道　 清掃

146 プライムシステム（株） 電気　 通信
147 （株）プランテック 土木　 建築　 機械　 清掃
148 平和ハウス（株） 建築

149
（株）豊国エンジニアリング九州
営業所

鋼構　 機械

150 前澤工業（株）九州支店 鋼構　 機械　 水道
151 前田建設工業（株）九州支店 土木　 建築　 とび　 水道　 解体
152 （株）前田産業 土木　 建築　 とび　 解体
153 松井建設（株）九州支店 土木　 建築
154 （株）松村電機製作所　九州支店 電気
155 美津濃（株） 土木　 建築　 とび　 鋼構　 舗装　 内装　 造園
156 （株）ミゾタ 土木　 鋼構　 塗装　 機械　 水道
157 三井住友建設（株）九州支店 土木　 建築　 とび　 鋼構　 内装　 水道　 解体

158
三菱電機インフォメーションネッ
トワーク（株）関西支社

電気　 通信

159
三菱電機ビルソリューションズ
（株）九州支社

電気　 管　　 機械

160
三菱電機プラントエンジニアリン
グ（株）九州本部

電気　 管　　 機械　 通信

161
宮地エンジリニアリング（株）福
岡営業所

土木　 とび　 鋼構

162 （株）宮本工業所 タイル 機械
163 明星電気（株）九州支店 通信
164 （株）明電舎　九州支店 電気　 管　　 機械　 通信
165 メタウォーター（株）九州営業部 電気　 機械　 通信
166 （株）森田鉄工所　九州営業支店 鋼構　 機械　 水道
167 矢田工業（株）九州営業所 土木　 とび　 鋼構　 塗装　 水道
168 山口産業（株） 建築　 屋根　 鋼構
169 りんかい日産建設（株）九州支店 土木　 建築
170 （株）炉研 タイル 機械
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