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2202703 ㈱アイエスプランニング 福岡市東区下原４－１２
－２９

代表取締役　田中　新一 661-3531 661-3817 測量 土木設計 設備設計1

2200009 ㈱愛光ビルサ－ビス 福岡市東区箱崎ふ頭４－
１－２９

代表取締役　野田　始 641-8911 641-8920 清掃委託2

2200601 アイテック㈱　福岡支店 福岡市西区姪の浜２－３
－１１－３０４

支店長　稲葉　雅也 894-5516 894-5517 その他3

2200600 ㈱アイ・デベロップ・コン
サルタンツ

福岡市博多区板付４－７
－３５

代表取締役　紫村　陽仁 581-1732 581-1766 土木設計 測量4

2200772 ㈱愛美 福岡市博多区神屋町３－
１３

代表取締役　伹馬　雅樹 272-1286 281-9045 清掃委託5

2202839 ㈱アイワ　福岡営業所 福岡市南区柳瀬２－３－
２

所長　熊本　俊一 586-9255 586-9260 機械保守6

2200066 アオヤギ㈱ 福岡市中央区渡辺通２－
９－３１

代表取締役　青柳　泰一
郎

761-2431 761-0484 情報処理 看板、標
識

7

2200821 ㈱暁美装 福岡市博多区豊２－５－
１４

代表取締役　永石　英二 433-0751 433-0752 清掃委託8

2200768 ㈱アクアテルス　九州支
店

久留米市荘島町９－３ 支店長　野田　準二 0942-34- 0942-34- 土木設計 機械保守 補償コン
サルタン

9
3852 3854

2200387 朝倉コンサルタント㈱ 福岡市南区大楠１－４－
２２

代表取締役　倉掛　和俊 406-8910 406-8912 土木設計 測量10

2200501 浅野環境ソリューション
㈱　九州支店

福岡市博多区綱場町２－
２

支店長　古庄　春行 263-1540 263-1546 その他11

2200700 ㈱朝日広告社　福岡支
社

福岡市博多区博多駅南１
－８－１３

支社長　生方　圭 414-2323 414-2227 広告宣伝12

2200275 朝日航洋㈱　九州空情
支社

福岡市博多区博多駅東３
－１２－１

支社長　田中　一馬 437-5905 437-5907 測量 土木設計 補償コン
サルタン

13

2200810 アサヒプリテック㈱　北
九州事業所

北九州市門司区新門司３
－８１－５

事業所長　木﨑　健逸 093-481- 093-481- 清掃委託14
6050 6068

2202901 旭防災設備㈱　九州支
店

福岡市博多区博多駅東３
－１１－１０

九州支店長　内田　一豪 437-2525 437-2555 建築設計 その他 機械保守15

2200060 アジアエンヂニアリング
㈱

福岡市南区清水１－１４
－８

代表取締役　大曲　光成 553-2800 553-8221 土木設計 測量16

2200170 ㈱アジア建設コンサルタ
ント

福岡市南区大楠２－８－
１３

代表取締役　桑田　光幸 521-5931 524-0103 土木設計 測量 地質調査17

2202902 アジア航測㈱　福岡支
店

福岡市博多区博多駅前４
－９－２

支店長　佐々木　研二 441-1480 481-0469 測量 土木設計 地質調査18

2202701 ㈱アスコ大東　九州支店 福岡市博多区博多駅前１
－９－３

支店長　森　忠則 433-2771 433-2773 土木設計 測量 地質調査19

2202844 ㈱アースプラニング 福岡市博多区昭南町１－
４－７

代表取締役　小倉　充彦 582-6911 582-6429 測量 土木設計20

2202845 ㈲アセント 福岡市博多区金の隈１－
１６－４

代表取締役　北郷　則男 504-0334 504-0508 その他 清掃委託21

2200754 アトリエＢＢＳ㈱ 福岡市博多区美野島２－
１－３１

代表取締役社長　原　恵
子

483-2003 483-2030 建築設計 設備設計22

2200850 ㈱アーバンデザインコン
サルタント

福岡市博多区博多駅前２
－１２－２６

代表取締役　大杉　哲哉 482-8001 482-8021 土木設計 建築設計23

2201001 ㈱亜広工業 福岡市南区桧原７－６０
－９

代表取締役　松添　孝子 564-2420 564-2421 清掃委託24

2200845 ㈲蟻設備設計事務所 福岡市西区愛宕１－１５
－１９－２０２

代表取締役　白水　望 891-3031 891-3039 設備設計25
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2200271 ㈱蟻ノ塔設計事務所 福岡市中央区桜坂３－８
－１

代表取締役　福井　潤 711-0821 711-9498 建築設計26

2200369 ㈱アルファーテック 福岡市博多区板付４－７
－３５

代表取締役　林　一範 585-6757 585-6282 補償コン
サルタン

測量 建築設計27

2200509 石垣メンテナンス㈱　九
州支店

福岡市博多区博多駅前１
－９－３

支店長　池田　慎太郎 473-6981 471-1679 その他28

2200843 ㈱E-SYSTEM 福岡市博多区対馬小路１
－２１

代表取締役　藤本　尚伸 282-6850 283-6860 建築設計 測量 土木設計29

2200701 ㈱イーディシー 福岡市中央区港２－４－
３１

代表取締役　大野　洋造 716-3611 716-7151 測量 土木設計 情報処理30

2200602 ㈱怡土 福岡市西区大字飯氏
９３１－１１

代表取締役　小田　敏美 805-7733 805-7734 測量 土木設計31

2202602 ㈱稲永建築設計 福岡市南区長住１－７－
２７

代表取締役　重松　光明 561-1081 561-1085 建築設計32

2202603 イワタ工業㈱ 福岡市東区箱崎ふ頭６－
７－９

代表取締役　岩田　弘文 641-5141 641-5197 機械保守33

2201028 ヴェオリア・ジェネッツ㈱
　九州支店

福岡市南区野間１－１３
－１－２０１

支店長　中村　利昭 552-0670 557-8341 その他34

2200759 ヴェオリア・ジャパン㈱ 東京都港区海岸３－２０
－２０

代表取締役　クリスチャ
ン・ジェルサレ

03-5441- 03-5441- 機械保守 その他35
7010 7011

2200282 ㈱ウエスコ　九州支社 福岡市博多区博多駅南２
－４－１１

支社長　奥山　道哉 483-3291 483-3292 土木設計 測量 地質調査36

2201003 ㈱ウヱノ　福岡営業所 福岡市博多区博多駅東１
－１２－５

所長　宮崎　茂幸 473-1539 473-1548 土木設計 地質調査37

2200512 ウェルプランニング㈱ 福岡市中央区天神４－１
－１７

代表取締役　副島　良介 732-5920 732-7101 土木設計 測量38

2201004 ㈲梅野設計 久留米市宮ノ陣４－２９
－１１

取締役　梅野　克成 0942-35- 0942-35- 設備設計39
2381 2382

2200298 エイコー・コンサルタンツ
㈱

福岡市南区高宮５－１０
－１２

代表取締役　青木　克彦 534-8150 534-8153 土木設計 測量40

2200606 ㈱栄進コーポレーション 福岡市博多区千代５－１
－１

代表取締役　安田　慶太 643-8686 643-8687 警備委託41

2200481 ㈱エイト日本技術開発　
九州支社

福岡市博多区住吉3丁目
1番80号

支社長　鷲尾　寛 686-9941 686-9945 土木設計 地質調査 測量42

2200760 栄和測量設計㈱ 福岡市東区香椎駅前２－
１５－１

代表取締役　辻田　之好 671-6024 671-6110 測量43

2200703 エコアス㈱ 福岡市博多区西月隈４－
８－３２

代表取締役　大澤　清和 504-8390 504-8391 清掃委託44

2200376 エコーエンヂニアリング
㈱

福岡市南区清水１－１４
－２０

代表取締役　岩永　文夫 511-3387 511-2815 土木設計 測量45

2200875 エコー建築設計事務所
㈱

福岡市南区柏原１－３０
－９

代表取締役　野見山　美
彦

564-1300 565-1607 建築設計46

2200763 ㈱エコテックネオ 福岡市博多区西月隈４－
８－３５

代表取締役　伊勢田　隆
太

503-5121 503-9117 その他 清掃委託47

2201005 ㈱ＡＧシステム 福岡市城南区南片江4-
20-17

代表取締役　森　英冶 874-1880 874-1881 清掃委託48

2200702 ㈱エース　九州支社 福岡市博多区博多駅東２
－９－２５－５０１

支社長　岡村　武治 292-0821 292-0824 土木設計 測量 地質調査49

2202826 SAC㈱ 福岡市南区老司５－９－
１０

代表取締役　佐藤　和徳 566-1511 566-1511 清掃委託50
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2200362 ㈱エスケイエンジニアリ
ング

筑紫野市二日市中央１－
１－５０

代表取締役　岩本　徳文 925-4880 925-4870 土木設計 測量 情報処理51

2202811 ＡＣＥ警備㈱ 福岡市南区桧原７－２１
－６

代表取締役　三ツ橋　涼
子

408-4658 408-4659 警備委託 清掃委託52

2200436 ㈱エスティ設計 福岡市中央区大手門２－
３－１１

代表取締役社長　庄司　
雅之

771-9194 771-9198 設備設計53

2202848 ㈱エディモス 福岡市早良区内野４－
４８－５

代表取締役　堀　典正 400-0727 400-0730 その他54

2202903 ㈱エヌ・イーサポート　九
州支社

福岡市博多区博多駅南３
－１０－２

支社長　浜岡　博文 474-3860 473-1418 土木設計 その他 地質調査55

2200514 エヌエス環境㈱　福岡営
業所

福岡市南区井尻２－２１
－３６

所長　小池　順 574-9390 574-8400 その他 地質調査 測量56

2200139 ㈱ＮＪＳ　九州総合事務
所

福岡市博多区綱場町２－
２

所長　篠永　典之 281-9050 281-9070 土木設計 建築設計 測量57

2201007 ＮＴＣコンサルタンツ㈱　
九州支社

福岡市南区清水４－２２
－１

専務取締役支社長　松浦
　正一

557-4882 553-0580 土木設計 地質調査 測量58

2200704 エヌ・ティ・ティ・インフラ
ネット㈱　九州事業部

福岡市博多区東比恵２－
３－７

九州事業部長　硲　茂樹 432-3411 415-1924 土木設計 測量59

2201008 ㈱ＮＴＴドコモ　九州支社 福岡市中央区渡辺通２－
６－１

執行役員九州支社長　山
本　和則

717-5631 737-1653 情報処理 その他60

2201009 ＮＤネットサービス㈲ 大阪府堺市堺区神南辺
町二丁９０－５

代表取締役　鈴木　宏隆 072-229- 072-229- その他61
5252 7171

2201006 ㈱エム環境デザインシ
ステム

福岡市中央区大手門１－
４－１５

代表取締役　村田　義郎 771-3700 771-3707 土木設計 建築設計62

2200438 ㈱エム・ケー・コンサルタ
ント

福岡市博多区麦野６－
１４－１９

代表取締役　廣松　敏幸 573-2777 573-2884 土木設計 測量63

2200815 ㈱m３建築事務所 福岡市西区下山門１－
１２－３

代表取締役　川本　雅史 882-1541 882-1546 建築設計64

2200626 ㈱ＥＮＪＥＣ 福岡市南区長丘３ー１－
１８

代表取締役　津村　英介 561-8716 561-4791 土木設計65

2202833 ㈱オーエスピー 糟屋郡宇美町貴船３－６
－１５

代表取締役　寸田　勝一 931-0838 931-0858 運送 清掃委託66

2200609 大倉測量設計㈱ 朝倉市屋永４３２７－１２ 代表取締役　大倉　良夫 0946-24- 0946-24- 測量 土木設計 補償コン
サルタン

67
6587 6994

2201010 ㈱大島組 福岡市南区長住１－１－
４６

代表取締役　大島　直也 553-1231 553-1201 樹木保守 清掃委託 その他68

2202904 ㈱大塚商会　九州支店 福岡市博多区博多駅前２
－１９－２４　大博セン

支店長　小野　里司 476-6001 476-6009 情報処理 機械保守69

2200877 ㈱大野環境 大野城市筒井３－６－
１８

代表取締役　小峰　諄彦 586-3020 586-1468 清掃委託70

2200495 ㈱オオバ　九州支店 福岡市中央区大手門１－
１－１２

支店長　益永　克人 714-7521 714-6730 土木設計 測量 情報処理71

2200403 応用地質㈱　九州支社 福岡市南区井尻２－２１
－３６

支社長　大内　博夫 591-1840 573-0240 地質調査 土木設計 情報処理72

2202814 ㈱オートメイション・テク
ロノジー

福岡市南区那の川１－
２４－１　九電工福岡支

代表取締役　城野　正明 523-8400 523-8407 情報処理 広告宣伝 設備設計73

2200611 ㈱オーニシ 福岡市博多区博多駅南５
－１５－３２

代表取締役　大西　怜 451-1211 451-4789 情報処理74

2200007 オリエント産業㈱ 福岡市中央区舞鶴１－４
－１９

代表取締役社長　今浪　
健治

781-0511 781-6098 機械保守75
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2200377 オリジナル設計㈱　福岡
事務所

福岡市博多区博多駅前２
－６－１２

所長　落合　敦夫 472-0611 474-8152 土木設計 建築設計 測量76

2201012 ㈱オリハ 福岡市南区桧原７－２１
－６

代表取締役　溝口　廣幸 408-4596 408-4597 清掃委託77

2200311 ㈱ガイア 福岡市城南区鳥飼６－９
－２８

代表取締役　田中　弘通 844-7088 844-7099 測量 土木設計78

2200758 ㈲回工房 福岡市博多区東光２－
２０－２８

代表取締役　後藤　忠義 474-6161 474-6162 建築設計79

2202817 ㈱海将 福岡市城南区樋井川１－
２１－３０

代表取締役　坂田　昌樹 834-9858 834-9859 清掃委託80

2202905 ㈱海渡設計 田川郡福智町弁城
２４３０

代表取締役　野田　誠一 0947-22- 0947-22- 建築設計 補償コン
サルタン

測量81
5468 5918

2200898 隔測計装㈱ 福岡市南区寺塚１－２８
－５

代表取締役　鹿林　康男 551-1217 552-2132 機械保守82

2200884 ㈱香椎造園 福岡市東区唐原１－２－
１

代表取締役　永松　睦雄 661-2001 661-2062 樹木保守83

2200706 春日綜合技術㈱ 福岡市南区弥永４－２３
－８

代表取締役　西尾　亮 591-3677 585-3966 測量 土木設計84

2202822 カズコーポレーション㈱ 福岡市早良区百道浜３－
９－３３－２４０９

代表取締役　金原　和義 832-1077 832-1044 清掃委託85

2201013 ㈱勝組 福岡市東区松島２－２－
５７－１０３

代表取締役　岡本　明生 626-8556 626-8557 清掃委託 樹木保守 その他86

2200151 ㈱桂総合設計事務所 福岡市南区井尻１－９－
２２

代表取締役　髙木　誠二 585-6853 574-5679 建築設計87

2201014 金子建設㈱　福岡支店 福岡市南区市崎１－１－
５

支店長　厨　広二 521-6365 524-8781 その他88

2200378 ㈱カブード 福岡市早良区内野４－
１４－８

代表取締役　橋本　恒幸 804-8801 804-8808 清掃委託89

2200128 ㈱カミナガ 福岡市博多区東比恵２－
７－１３

代表取締役　村山　政裕 451-6221 451-4854 地質調査 土木設計 測量90

2200067 川崎地質㈱　九州支社 福岡市博多区博多駅南１
－８－３４

支社長　市原　浩司 292-4386 418-1180 地質調査 土木設計 測量91

2200838 ㈱環ヴィトーム　福岡設
計室

福岡市南区大橋１－２－
３

室長　稲垣　英樹 512-8100 512-6444 土木設計92

2200842 ㈱環衛サービス 福岡市博多区博多駅東１
－２－２３

代表取締役　伊勢田　隆
太

475-8818 475-8819 機械保守 清掃委託93

2200097 ㈱環境開発 福岡市博多区吉塚６－６
－３６

代表取締役　牟田　義彦 611-5231 611-5256 機械保守 清掃委託 その他94

2200825 ㈱環境施設 福岡市西区小戸３－５０
－２０

代表取締役　田中　直継 894-6168 894-6172 清掃委託 土木設計 その他95

2201015 環境テクノス㈱　福岡支
店

福岡市博多区博多駅東１
－１０－２３

支店長　貴戸　秀徳 434-4615 434-4616 土木設計 測量 機械保守96

2200516 ㈱管総研 尼崎市浜１－１－１ 代表取締役社長　三好　
秀幸

06-6470- 06-4960- 土木設計 情報処理 その他97
6300 4560

2200044 ㈱技術開発コンサルタン
ト

福岡市博多区上呉服町
１２－８

代表取締役　木原　泰信 271-2518 281-6149 土木設計 測量 地質調査98

2201016 基聖産業㈱ 福岡市南区長住１－１－
４６

代表取締役　中村　寛 553-1270 553-1256 清掃委託 樹木保守 その他99

2200142 基礎地盤コンサルタンツ
㈱　九州支社

福岡市早良区原２－１６
－７

取締役支社長　田上　裕 831-2511 822-2393 土木設計 地質調査 測量100
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2202840 (公財)北九州生活科学
センター　福岡事業所

福岡市博多区千代１－２
－４

所長　安増　眞一 092-642- 092-642- その他101
1001 1002

2200192 九建設計㈱ 福岡市中央区天神１－
１４－１６

代表取締役　井上　精二 781-6521 781-6544 建築設計102

2200743 ㈱九建補償コンサルタン
ツ

福岡市中央区薬院３－
１３－２３

代表取締役　武富龍馬 526-6777 526-8869 補償コン
サルタン

103

2201017 九州オートドアー㈱ 春日市下白水南５－５ 代表取締役　吉原　康正 501-2709 501-2740 機械保守104

2201018 九州海運㈱ 福岡市中央区那の津５－
１－９

代表取締役　和田　隆行 771-1675 771-3610 その他 清掃委託105

2200279 (一財)九州環境管理協
会

福岡市東区松香台１－
１０－１

理事長　百島　則幸 662-0410 662-0411 土木設計 その他 地質調査106

2200354 ㈱九州技術調査 福岡市中央区高砂２－６
－４

代表取締役　関谷　保澄 523-8270 523-8271 測量 土木設計107

2200120 九州建設コンサルタント
㈱　福岡支店

福岡市早良区次郎丸２－
１－１

支店長　牧野　治生 526-6831 526-6835 土木設計 補償コン
サルタン

建築設計108

2200101 九州コンサルタント㈱ 福岡市中央区草香江２－
２－２８

代表取締役　叶　信彦 731-0750 731-1336 土木設計 測量 補償コン
サルタン

109

2200856 ㈲九州シー・アンド・シー
事務所

福岡市中央区大手門１－
８－１６

取締役　高平　光和 712-2011 711-1401 建築設計110

2200366 ㈱九州事業センター 福岡市南区平和１－３１
－３５

代表取締役　久保　修一 521-2664 521-2666 清掃委託111

2201019 九州水工設計㈱　福岡
支店

福岡市博多区博多駅前３
－２７－１８

支店長　鹿子嶋　康隆 092-260- 092-260- 土木設計 測量112
1961 1962

2200615 ㈱九州総合管理 福岡市城南区七隈７－
２４－２２

代表取締役　後藤　元生 801-2613 801-6995 清掃委託 警備委託113

2200818 九州測量設計㈱ 福岡市博多区井相田１－
７－７

代表取締役　興梠　博文 501-0008 573-2108 測量114

2200788 ㈱九州ダイケン 福岡市博多区住吉２－２
－１

代表取締役　丸橋　洋介 271-5056 271-3760 機械保守 清掃委託 警備委託115

2200011 ㈱九州地質コンサルタン
ト

福岡市博多区光丘町２－
３－２１

代表取締役　花村　修 586-0260 586-0075 地質調査 土木設計 測量116

2200283 九州地理情報㈱ 福岡市東区青葉２－３０
－１

代表取締役　伊井田　栄
吉

663-2111 663-2115 情報処理 測量117

2200616 九州テクニカルメンテナ
ンス㈱

熊本市中央区水前寺公
園２８－４３

代表取締役社長　杉本　
陽児

096-381- 096-381- その他118
3225 3226

2200805 (一財)九州電気保安協
会　福岡支部福岡南事

太宰府市大字吉松４７－
３

事業所長　吉田　俊誠 918-1770 918-2330 その他119

2202906 ㈱九州日立システムズ 福岡市博多区博多駅南２
－１２－２２

代表取締役取締役社長　
堀田　誠

434-9291 477-7225 情報処理120

2200075 ㈱九州ビルサービス福
岡

福岡市中央区大手門２－
１－１０

代表取締役　日野　誠治 781-4321 711-7070 清掃委託 機械保守 警備委託121

2200858 九州防災工業㈱ 福岡市中央区笹丘２－
２４－１４

代表取締役　藤野　智哉 712-7302 712-1033 その他122

2200199 キュウセツＡＱＵＡ㈱ 福岡市博多区博多駅東１
－３－１０

代表取締役　宮川　秋雄 451-2821 451-2647 その他123

2202829 ㈱九電工 福岡市南区那の川１－
２３－３５

代表取締役社長　西村　
松次

523-6348 524-3287 機械保守124

2202907 ㈲キュービ 嘉穂郡桂川町大字土居
１１１４－３

取締役　笠松　卓史 0948-65- 0948-65- 測量 補償コン
サルタン

125
2283 0433
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2200442 ㈱共栄設計事務所 福岡市早良区干隈６ー８
－１

代表取締役　小宮　晃 874-9110 874-9111 土木設計 測量126

2200162 ㈱共栄ビル・パートナー
ズ

福岡市南区向野２－１１
－１０

代表取締役社長　草場　
真哉

562-7070 562-7171 清掃委託 警備委託 機械保守127

2200443 協和機電工業㈱　福岡
支店

博多区博多駅前１－６－
１６

支店長　坂井　崇俊 292-0039 292-0028 機械保守 情報処理 その他128

2200106 ㈱協和コンサルタンツ　
九州支社

福岡市中央区天神３－
１１－２０

支社長　齋藤　直人 733-1241 733-1240 土木設計 測量 建築設計129

2201023 ㈱共和テック 久留米市東合川３－１－
１１

代表取締役　福永　新吾 0942-45- 0942-45- 地質調査 土木設計 測量130
5321 5324

2200422 極水設計㈱ 福岡市東区香椎駅前２－
９－１

代表取締役　志多　充吉 665-0355 665-0356 土木設計 測量131

2200193 ㈱極東技工コンサルタン
ト　福岡事務所

福岡市博多区東比恵２－
１７－２３

所長　志賀　昭宏 481-8450 481-8450 土木設計 測量 地質調査132

2202841 ㈱近代プラント 福岡市東区松島４－１３
－１５

代表取締役　石田　保憲 611-1025 621-0295 その他 清掃委託 機械保守133

2200874 ㈱クオテック 福岡市中央区高砂２－
１０－１

代表取締役社長　淵上　
司

523-8691 523-8630 設備設計 土木設計134

2200618 ㈱楠山設計　九州支社 福岡市博多区博多駅前２
－１７－２５

支社長　久寿米木　健司 451-6335 474-7889 建築設計135

2202812 ㈱久野工業 福岡市中央区舞鶴３－２
－５－５０７

代表取締役　久野　昌明 737-7780 737-7781 清掃委託136

2200445 ㈱クマガイ設計測量事
務所

福岡市西区泉１－２６－
２５

代表取締役　熊谷　俊明 806-7142 806-9110 土木設計 測量 補償コン
サルタン

137

2200767 ㈲グリーンサイト 福岡市東区雁の巣２－４
－１１

代表取締役　松本　富士
夫

603-9090 603-9091 樹木保守138

2202804 ㈱クリーンリサーチ 福岡市城南区松山２－
１９－１４

代表取締役　牧野　正則 402-1141 402-1142 土木設計 測量139

2200779 ㈱ケイ・イー・エス　福岡
支店

福岡市博多区博多駅東２
－１８－３０

取締役支店長　飯野　裕
二

436-7877 436-7880 その他 機械保守140

2200375 ㈱研進産業 福岡市博多区吉塚６－６
－５９

代表取締役　南里　哲男 623-2121 623-2090 その他 清掃委託141

2200059 ㈱建設技術研究所　九
州支社

福岡市中央区大名２－４
－１２

常務執行役員支社長　秋
葉　努

714-2211 711-8316 土木設計 地質調査 測量142

2200302 ㈱建設技術センター 福岡市博多区奈良屋町１
－１

代表取締役　武末　博伸 283-6610 283-6630 土木設計 測量 地質調査143

2201025 ㈱建築企画コム・フォレ
スト

福岡市博多区中洲５－６
－２４

代表取締役　林田　俊二 263-7766 263-7768 建築設計144

2200448 玄洋技術㈱ 福岡市南区大橋４－１６
－１８

代表取締役　小池　朝幸 553-6826 553-6827 土木設計 測量145

2200819 ㈱小出速記事務所 佐賀市鍋島４－５－２ 代表取締役　小出　邦彦 0952-30- 0952-30- その他146
2621 3099

2200329 興亜開発㈱　九州支店 福岡市南区井尻３－１２
－３３

支店長　米原　久晶 572-7000 572-7002 地質調査 測量147

2200293 ㈱孝栄設計コンサルタン
ト

福岡市南区井尻１－３６
－２０

代表取締役　川崎　孝志 571-5292 592-3208 補償コン
サルタン

測量 建築設計148

2202830 ㈱晃建 福岡市南区柏原４－１０
－１

代表取締役　鈴木　晃平 566-2841 566-2851 清掃委託149

2200862 ㈱光進ガードシステム 福岡市博多区千代４－
１７－２７

代表取締役　安田　光男 632-4751 632-3975 警備委託150
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2200269 ㈱甲山建築設計事務所 福岡市早良区高取２－
１８－６

代表取締役　西　幸博 844-2161 844-2027 建築設計151

2200181 国際航業㈱　福岡支店 福岡市博多区博多駅東３
－６－３

支店長　岩田　孝一 451-5001 481-2594 測量 土木設計 地質調査152

2201056 五光設計㈱ 福岡市博多区諸岡３－
１０－２５

代表取締役　立山　雄二 574-4547 592-1987 土木設計 測量153

2200371 ㈱吾水総合コンサルタン
ト　福岡支店

福岡市博多区東光２－８
－１７

支店長　戸川　寛 433-9400 433-9401 土木設計 測量 補償コン
サルタン

154

2202702 ㈱コスモリサーチ 福岡市博多区春町２－８
－９

代表取締役　築山　邦弘 575-0651 572-4656 その他155

2202834 コマツ㈱ 福岡市東区原田１－２０
－８

代表取締役　牛﨑　孝 260-8002 260-8003 清掃委託156

2200712 ㈱コンステック　福岡支
店

福岡市博多区博多駅前１
－２１－２８

支店長　森野　勤 482-4600 482-4602 建築設計 土木設計157

2200714 (一財)佐賀県環境科学
検査協会

佐賀市光１－１－２ 理事長　木原　奉文 0952-22- 0952-22- その他158
1651 1655

2201026 ㈱さくら工業 福岡市南区桧原４－３５
－２０

代表取締役　山下　瑞江 565-2207 555-7384 清掃委託 樹木保守 その他159

2202828 ㈱佐藤建築コンサルタン
ト

福岡市南区老司５－９－
１０

代表取締役　佐藤　和徳 566-1511 566-1511 清掃委託160

2200523 ㈱サニム建築事務所 福岡市中央区荒戸２－３
－３７-１０１

代表取締役社長　古賀　
巖

761-3505 725-0440 建築設計161

2200621 佐和屋産業㈱ 筑紫野市大字山家
４０５５－１

代表取締役　眞鍋　朋美 927-1002 927-1005 清掃委託 その他162

2202908 産業開発コンサルタント
㈱

福岡市東区筥松３－１３
－９

代表取締役　力丸　明徳 621-7118 621-7086 土木設計 地質調査 測量163

2200163 三共ビルサービス㈱ 福岡市南区向野２－１１
－１０

代表取締役　草場　勝之 551-6721 551-6721 清掃委託 機械保守164

2201027 サンクスエンジニアリン
グ㈱

福岡市博多区博多駅東２
－８－１１

代表取締役　平山　基裕 433-7108 433-7109 土木設計 測量 地質調査165

2200099 サンコーコンサルタント
㈱　九州支社

福岡市博多区中洲中島
町２－３

支社長　里美　武彦 271-2903 271-2906 土木設計 地質調査 測量166

2200042 ㈱サンコンサル 福岡市博多区板付２－５
－４

代表取締役　山本　旗年 582-1290 582-1291 土木設計 測量 補償コン
サルタン

167

2200575 ㈱三水コンサルタント　
西部支社

福岡市博多区中州５－６
－２８

支社長　堀川　英明 282-7050 282-7055 土木設計 測量 地質調査168

2200334 三洋ビル管理㈱ 福岡市博多区博多駅前２
－１９－２７

代表取締役　石橋　広盛 441-3131 441-3141 清掃委託 機械保守 警備委託169

2202610 ㈲サンロック 鹿児島県垂水市浜平
１８０５－５

代表取締役　岩元　みづ
え

0994-32- 0994-32- その他170
1387 3166

2200790 ㈱三和綜合コンサル　九
州支店

福岡市博多区比恵町２－
７

支店長　八尋　秀喜 434-7134 434-7135 補償コン
サルタン

171

2200249 ジーアンドエスエンジニ
アリング㈱

福岡市博多区東比恵３－
２４－９

代表取締役　児玉　和久 481-3100 481-3130 土木設計 地質調査 測量172

2200459 ＪＲ九州コンサルタンツ
㈱

福岡市博多区博多駅東１
－１－１４

代表取締役社長　馬場　
義文

413-1021 413-1028 土木設計 測量 地質調査173

2200715 ㈱ジェイ・サイエンス西
日本

福岡市東区社領３－１６
－２６

代表取締役社長　熊谷　
康信

611-9161 611-9165 機械保守174

2202836 ㈱ジーエス・ユアサ
フィールディングス九州

福岡市博多区豊１－１－
６

支店長　信田　充博 433-1511 433-1770 機械保守175
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2200527 ㈱ジオ 福岡市博多区比恵町１０
－１

代表取締役　西村　行正 433-1771 433-1773 測量 補償コン
サルタン

土木設計176

2200849 ㈱ジオシステム 福岡市博多区竹下５－
１９－２２

代表取締役　西頼　和之 414-5335 414-5336 地質調査177

2200528 ㈱ジオテック技術士事務
所

福岡市博多区博多駅東２
－９－５

代表取締役　香月　裕宣 476-1700 476-1701 地質調査 土木設計 測量178

2200088 ㈱志賀設計 福岡市城南区鳥飼５－
２０－１１

代表取締役社長　八島　
英孝

821-5631 821-5699 建築設計179

2202806 ㈲システムプラン 福岡市中央区渡辺通４－
２－２５

代表取締役　森　良一 751-0036 715-0061 設備設計180

2201029 ㈱シティアスコム 福岡市早良区百道浜２－
２－２２

代表取締役社長　藤本　
宏文

852-5111 852-4151 情報処理181

2201030 ㈱柴田建築設計事務所 福岡市博多区住吉４－３
－３１

代表取締役　柴田　成文 411-6361 411-6303 建築設計182

2201031 シビックアーツコンサル
タント㈱

福岡市南区野間１－２７
－１

代表取締役　兼安　勝介 555-4151 555-5693 土木設計 測量183

2200419 ㈱シーマコンサルタント 福岡市中央区舞鶴２－３
－２０

代表取締役　中島　観司 722-1466 722-1907 土木設計 測量 補償コン
サルタン

184

2200394 写測エンジニアリング㈱
　福岡支店

福岡市博多区上呉服町
１１－１６

支店長　細田　量秀 282-7795 282-7797 測量 土木設計 補償コン
サルタン

185

2200839 ジャックス警備保障㈲ 福岡市博多区麦野５－
１３－５

代表取締役　城本　哲也 585-7447 582-1075 警備委託186

2202809 ㈱秀建 福岡市東区箱崎３－１３
－１５

代表取締役　平井　和男 643-0777 292-7011 樹木保守187

2200868 ㈱祥栄設計 北九州市八幡西区別当
町２５－３

代表取締役　大濱　祐一 093-642- 093-642- 土木設計 測量188
0820 0821

2202852 ㈱城建設 福岡市博多区麦野５－
１３－５

代表取締役　城本　哲也 582-1068 582-1075 清掃委託189

2200719 昭和㈱　九州支社 福岡市中央区大手門３－
４－２２

支社長　丸山　勝己 739-1480 712-2533 土木設計 補償コン
サルタン

測量190

2200383 ㈱昭和建設コンサルタン
ト

福岡市南区清水１－１４
－２０

代表取締役　宗　道昭 511-2600 511-2607 土木設計 測量191

2200326 ㈱昭和工業 福岡市南区横手４－１８
－３９

代表取締役　小田　光晴 574-1336 574-2120 清掃委託 その他192

2200530 昭和メンテナンス工業㈱ 福岡市南区大楠１－７－
１５

福岡営業所長　山上　潔 526-3737 526-6053 その他 機械保守193

2200002 ㈱シンコー 福岡市中央区天神４－７
－１７

代表取締役社長　榎本　
澄男

771-9515 714-3320 清掃委託 警備委託 樹木保守194

2200782 ㈱神鋼環境ソリューショ
ン　九州支社

福岡市博多区博多駅中
央街１－１

支社長　長谷川　收 474-6565 441-4440 機械保守195

2200531 伸光コンサルタンツ㈱ 福岡市南区柏原５－１２
－２４

代表取締役　諫山　春行 564-1115 564-1116 測量 土木設計196

2200382 ㈱新世コンソ－シアム 福岡市南区井尻３－２２
－２３

代表取締役　藤原　寛 591-1161 501-1917 土木設計 補償コン
サルタン

測量197

2200185 新地研工業㈱ 福岡市東区原田１－４２
－４１

代表取締役　橋本　孝太
郎

611-5211 611-5213 地質調査 土木設計 測量198

2200045 新日本グラウト工業㈱ 福岡市南区清水１－１５
－１８

代表取締役　原田　軍治 511-8981 511-8908 地質調査 土木設計 測量199

2200008 伸和ビルサービス㈱ 福岡市中央区大名２－９
－３５

代表取締役　井上　昌英 771-4500 761-6229 清掃委託 その他200
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2202606 ㈱水機テクノス　九州支
店

福岡市博多区吉塚１－
２７－１７

支店長　宮﨑　龍一 624-7500 624-7532 その他 機械保守201

2202856 ㈱菅原　福岡営業所 福岡市東区箱崎４－１５
－３７

所長　今林　忠久 641-7361 641-8890 機械保守 その他202

2202857 住友重機械エンバイロメ
ント㈱　福岡支店

福岡市博多区店屋町８－
３０

支店長　加島　喜裕 283-1675 283-1677 その他203

2200076 ㈱スリーエヌ技術コンサ
ルタント

福岡市博多区堅粕４－
２４－１４

代表取締役社長　福澤　
一博

482-7800 482-7801 土木設計 測量 地質調査204

2201032 ㈱静環検査センター　福
岡支店

福岡市博多区博多駅南６
－４－２５

支店長　小谷　聖滋 260-3971 260-3972 その他205

2200853 ㈱セイビ九州 福岡市博多区博多駅前１
－１９－３

代表取締役社長　森永　
幸次郎

451-4313 451-4315 清掃委託 警備委託206

2202816 西部環境㈱ 福岡市西区大字飯盛
４２６－５－１０３

代表取締役　林　カズ子 811-1764 811-1485 清掃委託207

2200085 西部環境調査㈱　福岡
事業所

福岡市博多区築港本町８
－１４

所長　小山　喜久治 262-3717 262-3718 その他 測量208

2200534 ㈱西部技術コンサルタン
ト

福岡市博多区博多駅南４
－１８－１２

代表取締役　松尾　涼二 437-5711 437-5712 土木設計 測量209

2202819 西部舗装㈱ 福岡市西区大字飯盛
４２６－５－１０２

代表取締役　小宮　勝俊 811-6655 811-6685 清掃委託210

2202704 ㈱青陽社 福岡市中央区渡辺通２－
７－３

代表取締役　中本　純徳 711-0020 711-8469 情報処理211

2201033 ゼオライト㈱ 福岡市博多区那珂５－１
－１１

代表取締役社長　河村　
勝美

441-0793 441-0796 機械保守 清掃委託212

2200744 セコム㈱ 東京都渋谷区神宮前１－
５－１

代表取締役社長　中山泰
男

03-5775- 03-5775- 警備委託213
8475 8921

2200035 ㈱設備技研 福岡市中央区天神４－１
－１７

代表取締役　大筆　俊平 713-6116 713-5192 清掃委託214

2200785 ㈲設備研究所 福岡市中央区笹丘１－
３６－１

取締役　蔵満　洋 711-0813 711-0820 設備設計215

2200628 ㈱設備総合計画 福岡市南区塩原４－３－
７

代表取締役　宮川　眞誠 554-5050 554-5051 設備設計216

2202854 ㈱セノン福岡支社 福岡市中央区白金１－２
－２１

支社長　下田　純 522-8591 524-5265 その他217

2200797 ㈱セレスポ　福岡支店 福岡市東区松崎２－２４
－１２

支店長　山脇　孝洋 663-5550 663-5557 催事・展
示等の企

218

2200464 ㈱綜企画設計　福岡支
店

福岡市博多区美野島２－
１－３１

支店長　古元　俊治 483-2009 483-2016 建築設計 設備設計 土木設計219

2200122 総合システム管理㈱ 福岡市博多区博多駅前１
－１５－２０

代表取締役　中川原　潔 441-4466 474-4607 清掃委託 警備委託 機械保守220

2200068 ㈱第一技術コンサルタン
ト

福岡市南区筑紫丘２－６
－１１

代表取締役　鳥飼　宣裕 554-1773 542-1776 土木設計 測量 補償コン
サルタン

221

2200116 第一警備保障㈱　福岡
支社

福岡市博多区堅粕４－
２４－１４

支社長　西島　武彦 441-6315 481-2045 警備委託 機械保守222

2200263 第一総合技術㈱ 福岡市博多区諸岡１－７
－２５

代表取締役　米倉　隆盛 573-4511 573-4513 土木設計 測量 地質調査223

2200083 第一復建㈱ 福岡市南区清水４－２－
８

代表取締役社長　田中　
清

557-1300 557-2110 土木設計 測量 地質調査224

2202855 ダイキンエアテクノ㈱　
九州支店

福岡市博多区榎田１－４
－６９

九州支店長　金子　慎一 461-2147 461-2172 機械保守225
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2200632 ㈱大建 福岡市早良区南庄２－９
－１２

代表取締役　松尾　憲親 851-3900 851-3947 土木設計 補償コン
サルタン

測量226

2202706 ㈱大建エンジニアリング 北九州市小倉北区堺町１
－９－１０

代表取締役社長　境　郁
生

093-531- 093-531- 建築設計227
9767 9737

2200537 ㈱大建補償コンサルタン
ト

大野城市仲畑２－１－２ 代表取締役　徳永　健一 593-2332 593-7188 補償コン
サルタン

測量 建築設計228

2200207 ㈱大高開発 福岡市南区日佐５－７－
２６

代表取締役　大塚　憲一 572-2826 572-3036 測量 土木設計 補償コン
サルタン

229

2200019 大正測量設計㈱ 福岡市南区皿山３－２－
５６

代表取締役　川﨑　信三 541-7045 541-7282 土木設計 測量 補償コン
サルタン

230

2202825 大成印刷㈱ 福岡市博多区東那珂３－
６－６２

代表取締役　清家　邦敏 472-2621 415-5238 広告宣伝 情報処理231

2200029 大成ジオテック㈱　福岡
支店

福岡市博多区博多駅南１
－１０－１７

支店長　藤田　成 473-1217 473-1285 測量 土木設計 情報処理232

2200183 ㈱タイト綜合管理 福岡市西区戸切３－３８
－１４

代表取締役　岸本　幸児 812-3136 812-3138 清掃委託 警備委託 樹木保守233

2200469 大日本コンサルタント㈱
　九州支社

福岡市博多区博多駅東２
－１０－３５

執行役員支社長　井上　
博之

441-0433 482-4033 土木設計 測量 地質調査234

2200896 ㈱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

支店長　八槙　清春 481-8877 481-8857 機械保守235

2200860 ㈱太平環境科学セン
ター

福岡市博多区金の隈２－
２－３１

代表取締役　坂本　雅俊 504-1220 504-1523 その他236

2200467 ㈱太平設計 北九州市小倉北区下富
野１－６－２１

代表取締役　糸永　卓見 093-551- 093-551- 土木設計 測量237
1413 9100

2200774 太平ビルサービス㈱ 福岡市中央区渡辺通２－
４－８

代表取締役会長兼社長　
狩野　伸彌

712-2961 712-2193 清掃委託 機械保守 警備委託238

2200174 ㈱ダイヤコンサルタント
　九州支社

福岡市博多区千代５－３
－１９

支社長　柴田　佳久 645-1280 645-1281 土木設計 地質調査 測量239

2200130 太洋建設コンサルタント
㈱

福岡市城南区長尾３－
２９－２７

代表取締役　大曲　秀美 526-4858 526-4859 土木設計 測量 補償コン
サルタン

240

2200634 ㈱太陽設計 福岡市中央区草香江２－
１－２３

代表取締役　田中　一樹 761-1266 761-4655 建築設計241

2200722 ㈱タイヨー設計 久留米市御井旗崎１－３
－４

代表取締役　中尾　史朗 0942-41- 0942-41- 土木設計 測量242
1717 1720

2200063 ㈱大陸総合コンサルタン
ト

福岡市南区高木１－８－
１８

代表取締役　松尾　卓 292-5000 292-5001 土木設計 測量 補償コン
サルタン

243

2200893 大和コンサル㈱　福岡営
業所

福岡市博多区博多駅南１
－７－１６

所長　中嶋　義和 483-3523 436-5838 土木設計 測量 補償コン
サルタン

244

2200723 ㈱大和造園 福岡市南区塩原１－４－
２５－２０２

代表取締役　坂本　誠 557-1615 557-1618 樹木保守245

2202832 大和リース㈱　福岡支店 福岡市中央区渡辺通４－
１－３６

支店長　谷本　政樹 751-5058 751-5015 建築設計246

2200751 高尾造園 福岡市早良区大字脇山
２４３０－１

高尾　図志雄 804-1446 804-7053 樹木保守247

2200349 ㈱匠技術コンサルタント 福岡市博多区下呉服町５
－２７

代表取締役　浦田　峯年 271-2345 271-2348 設備設計 土木設計 建築設計248

2200303 ㈱匠建築研究所 福岡市中央区那の川２－
９－７

代表取締役　原　啓介 400-8411 400-8441 建築設計249

2202911 ㈱タケミ・コーポレーショ
ン

大阪府堺市南区逆瀬川
８９５－３

代表取締役　廣瀬　丈巳 072-294- 072-294- その他250
9801 9802
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2202813 ㈱多神田組 福岡市南区桧原７－２１
－６

代表取締役　中村　淳也 408-8737 408-8738 清掃委託251

2200472 ㈱巽設計コンサルタント
　九州事務所

北九州市小倉北区竪町２
－５－６

所長　原　正行 093-482- 093-482- 土木設計252
2101 2085

2200251 ㈱谷澤総合鑑定所　九
州支社

福岡市中央区天神２－８
－３８

支社長　的野　泰浩 771-0641 771-0643 補償コン
サルタン

253

2201035 ダン技術設計㈱ 福岡市南区塩原３－８－
２８

代表取締役　小玉　純士 408-8821 408-8820 土木設計 測量 地質調査254

2202801 ㈲筑邦トーハツ商会 久留米市野中町４１７－
６

代表取締役　桐岡　康彦 0942-43- 0942-43- その他255
1082 1071

2202912 地中エンジニアリング㈱
九州営業所

福岡市博多区東比恵３－
４－２

所長　淡路　国浩 482-8231 482-8236 その他256

2200204 中央開発㈱　九州支社 福岡市城南区鳥飼６－３
－２７

支社長　髙田　誠 831-3111 821-5700 地質調査 土木設計 測量257

2200473 中央コンサルタンツ㈱　
福岡支店

福岡市博多区冷泉町２－
１

執行役員支店長　石井　
悟

271-2541 271-2540 土木設計 測量 地質調査258

2200811 ㈱中央設計技術研究所
　福岡事務所

福岡市博多区博多駅前３
－２－８住友生命博多ビ

福岡事務所長　松倉　章 433-9055 433-9056 土木設計 情報処理259

2200034 中央復建コンサルタンツ
㈱　九州支社

福岡市博多区祇園町４－
６１

九州支社長　岩﨑　芳昭 282-0441 282-0364 土木設計 測量 地質調査260

2202802 千代田興産㈱ 福岡市中央区白金２－５
－１６

代表取締役　姫野　弘藏 533-2981 533-2999 機械保守 情報処理261

2200544 月島テクノメンテサービ
ス㈱　九州支店

福岡市中央区荒戸２－１
－５

支店長　青木　勝幸 741-5180 741-5182 その他262

2201036 ㈱ディスジャパン 福岡市中央区大名１－９
－３０

代表取締役　松尾　和彦 712-0431 761-3087 広告宣伝 看板、標
識

催事・展
示等の企

263

2200545 ㈱デヴァイス藤原 福岡市南区井尻１－８－
１

代表取締役　藤原　克子 571-4858 571-4498 補償コン
サルタン

測量264

2200809 ㈱テクノ技研 福岡市中央区大手門２－
９－２３

代表取締役　池田　富幸 713-0033 713-9531 機械保守 その他265

2202805 ㈱テクノスジャパン 福岡市博多区光丘町３－
１－５

代表取締役　垣本　政輝 588-6303 588-6306 その他266

2202835 ㈱テクノユース 福岡市城南区鳥飼５－７
－１

代表取締役　脇山　一春 851-7839 851-7839 その他 清掃委託267

2200159 ㈱手島建築設計事務所
　福岡本社

福岡市中央区清川３－
２１－９

取締役会長付福岡本社
長　吉田　昭博

522-5311 522-5183 建築設計268

2202708 ㈱テスコム　九州支店 大野城市御笠川４－１１
－１９

支店長　高山　裕之 558-3961 558-3962 その他269

2200762 ㈱データベース　九州支
店

福岡市中央区平尾５－
１４－３１－３０３

支店長　本多　弘明 050-3499 531-1070 その他270
-4437

2200637 ㈱傳設計 福岡市東区香椎駅前２－
１－１５

代表取締役　岩本　茂美 672-8538 672-8559 建築設計 設備設計 土木設計271

2200093 東亜建設技術㈱ 福岡市西区西の丘１－７
－１

代表取締役　藤田　茂久 892-7711 892-7731 土木設計 測量 情報処理272

2200780 ㈱東亜建設コンサルタン
ト　福岡支店

福岡市博多区博多駅東３
－１０－１５

支店長　野田　栄吉 482-6287 482-6301 土木設計 測量 地質調査273

2200638 ㈱東亜コンサルタント 福岡市博多区東比恵３－
２８－１０

代表取締役　松延　岳志 415-1313 431-5331 土木設計 測量 その他274

2200309 東環工業㈱ 福岡市博多区西月隈４－
８－２９

代表取締役　伊勢田　隆
太

503-5114 503-9112 清掃委託 機械保守275
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2200018 ㈱東京建設コンサルタン
ト　九州支社

福岡市博多区博多駅南２
－１２－３

支社長　桑原洋一 432-8000 432-8008 土木設計 設備設計 測量276

2200082 ㈱東京設計事務所　九
州支社

福岡県福岡市博多区博
多駅前2-20-1

執行役員支社長　田村　
一郎

411-1566 475-2715 土木設計 建築設計 設備設計277

2202607 ㈱東京ソイルリサーチ　
九州支店

福岡市博多区博多駅南５
－８－４０

支店長　小西　秀俊 431-6421 431-6456 地質調査 測量278

2200350 ㈱東光コンサルタンツ　
九州支店

福岡市博多区博多駅東３
－３－３

支店長　島野　久幸 472-3323 472-3327 土木設計 測量 地質調査279

2202705 東芝インフラシステムズ
㈱　九州支社

福岡市中央区長浜２－４
－１

統括責任者　大浦　公仁 735-3312 735-3510 機械保守280

2202913 東邦地下工機㈱ 福岡市博多区西月隈５－
１９－５３

代表取締役　岡本　幸憲 581-3031 582-1277 地質調査281

2200807 ㈱東洋環境分析セン
ター　福岡事業所

福岡市博多区井相田３－
５－１０

所長　松永　亮介 588-7550 588-7751 その他282

2200424 ㈱東洋技術コンサルタン
ツ

福岡市中央区平尾２－９
－８

代表取締役　髙木　泰宏 525-8383 521-3033 土木設計 測量283

2200307 東洋警備保障㈱　福岡
支社

福岡市博多区博多駅前２
－２０－１５

支社長　宮田　毅 418-1211 418-1212 警備委託284

2200639 東洋コンサルタント㈱ 朝倉郡筑前町松延７９６
－３７

代表取締役　吉郷　高治 0946-42- 0946-42- 補償コン
サルタン

285
1150 1118

2200867 東洋ビル管理㈱ 福岡市博多区博多駅南１
－２－１５

代表取締役　西田　光博 473-0211 451-6881 清掃委託 警備委託286

2200904 東洋緑地建設㈱ 福岡市博多区板付５－
１１－２

代表取締役　黒木　洋一 581-0688 573-3010 樹木保守287

2200814 東和環境科学㈱　九州
支店

福岡市東区東浜１－５－
１２

取締役支店長　道法　雅
樹

292-9911 292-9912 その他 土木設計 補償コン
サルタン

288

2200205 ㈱トキワ・シビル 福岡市博多区麦野１－
２２－３

代表取締役　松永　幸一
郎

571-3737 591-1955 土木設計 測量289

2201037 ㈱トーケミ　西部支店 福岡市博多区東光２－
１７－１７

支店長　吉田　弘 473-4590 473-4599 地質調査 その他 機械保守290

2200851 都市企画センター㈱ 福岡市南区寺塚１－１５
－９

代表取締役　尾川　昇 552-5145 552-5146 土木設計 測量291

2200822 ㈱都市資源開発 福岡市博多区東光２－
１６－１８

代表取締役　田篭　英治 413-0855 413-0856 その他292

2200813 ㈱トータルメディア開発
研究所

東京都千代田区紀尾井
町３－２３

代表取締役　澤田　敏企 03-3221- 03-3221- 催事・展
示等の企

建築設計 広告宣伝293
5558 5521

2200474 ㈱トーホー設備設計 福岡市博多区博多駅南３
－１９－２２

代表取締役　鶴田　明 471-1557 474-8305 設備設計294

2200256 豊福設計㈱　福岡本社 福岡市城南区別府４－４
－４

本社長　楠本　清日彦 821-3388 821-3044 土木設計 測量295

2200747 内外エンジニアリング㈱
　福岡支社

福岡市博多区博多駅南３
－２０－３

常務取締役福岡支社長　
永田　和成

431-2851 451-5027 土木設計 測量 補償コン
サルタン

296

2200887 ㈱長澤設計 福岡市中央区西中洲６－
２０

代表取締役　冨永　智治 751-0411 761-2372 建築設計297

2202850 中日本建設コンサルタン
ト㈱九州事務所

福岡市博多区千代４－
２９－４６

所長　梶原　朋成 260-1637 260-1638 土木設計 地質調査 補償コン
サルタン

298

2200136 ㈱中庭測量コンサルタン
ト　福岡支社

福岡市中央区高砂２－６
－４

支社長　関屋　保澄 523-8260 534-1487 測量 土木設計 補償コン
サルタン

299

2200793 ㈱ナカボーテック　九州
支店

福岡市中央区大名２－４
－２２

支店長　河野　一弘 771-4664 771-4665 その他300
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2200726 ㈱ナンゴウ 福岡市博多区大井２－
１０－９

代表取締役　安部　道廣 611-4017 611-4018 清掃委託 その他 樹木保守301

2202842 ㈱nico 筑紫郡那珂川町上梶原
９２７－３

代表取締役　河本　敬嗣 951-5525 951-5526 建築設計302

2200573 ㈱にしけい 福岡市博多区店屋町５－
１０

代表取締役社長　折田　
康徳

281-8500 281-8563 警備委託303

2200871 ㈱にしけいメンテナンス 福岡市中央区清川３－４
－１１

代表取締役社長　古賀　
壽雄

524-3050 524-9746 清掃委託 警備委託304

2200728 ㈱西島建築設計事務所 福岡市中央区笹丘１－
１７－２９

代表取締役　松川　基範 722-2331 722-2336 建築設計 設備設計305

2200902 西鉄運輸㈱ 福岡市博多区東光２－
２２－７２

代表取締役　久保田　等 481-6005 471-7874 運送 その他306

2201038 ㈱西鉄グリーン土木 福岡市中央区大名１－４
－１

代表取締役　王丸　徹夫 720-6820 720-6821 清掃委託 その他 樹木保守307

2200273 西鉄シー・イー・コンサ
ルタント㈱

福岡市南区大橋２－８－
１

代表取締役　岡本　道弘 511-2441 511-2499 土木設計 測量308

2202843 ㈱ニシトミ興産 福岡市西区上山門２－
１４－７

代表取締役　熊谷　智子 885-3257 885-3257 樹木保守 清掃委託 その他309

2200091 西日本・開発コーポレー
ション㈱

福岡市中央区薬院３－
１３－２３

代表取締役　松尾　豊英 526-8887 526-8881 土木設計 測量 補償コン
サルタン

310

2200160 西日本技術開発㈱ 福岡市中央区渡辺通１－
１－１

代表取締役　村島　正康 781-2833 781-9569 土木設計 建築設計 地質調査311

2200553 西日本建技㈱ 福岡市博多区博多駅東１
－１３－６

代表取締役　鍋山　昌生 441-7676 441-1005 土木設計 測量312

2202609 ㈱西日本ソイルコンサル
タント

福岡市東区原田３－２－
４

代表取締役　清﨑　聖一 612-5970 612-5971 地質調査313

2200644 西日本地研㈱ 福岡市中央区高砂２－６
－１８

代表取締役　福田　正徳 521-4100 526-3346 地質調査 測量 土木設計314

2200232 西日本地質防災㈱ 福岡市南区桧原６－９－
８

代表取締役　山﨑　友喜 566-8022 566-5922 地質調査315

2202824 ㈱西原組 福岡市西区上山門２－
１４－７

代表取締役　西原　寛昭 881-0976 891-6369 清掃委託316

2200903 ㈱西原商会 福岡市博多区東比恵２－
２－１０

代表取締役社長　稲永　
茂久

451-5557 451-5559 その他317

2200554 ニシム電子工業㈱ 福岡市博多区美野島１－
２－１

代表取締役社長　小野　
丈夫

461-0246 482-2484 設備設計 その他318

2202815 ニチハツ工業㈱ 福岡市南区柳瀬２－１５
－８

代表取締役　末津　直人 573-0073 573-6464 看板、標
識

319

2200073 ㈱ニチボー 福岡市博多区板付４－７
－２８

代表取締役　小溝　宏志 591-3491 591-3491 地質調査320

2202853 ニチレキ㈱福岡営業所 福岡市東区香椎ふ頭２－
３－１７

所長　佐久間　一徳 663-9900 663-9911 土木設計321

2200053 ㈱日建技術コンサルタン
ト　九州支社

福岡市博多区網場町８－
２３

支社長　中川　久男 263-5250 263-5257 土木設計 測量 建築設計322

2202914 ㈱日産技術コンサルタン
ト九州事務所

福岡市博多区博多駅前２
－１７－１４

所長　濱岡　陽介 451-7521 451-7572 土木設計 設備設計323

2200480 ㈱日新技術コンサルタン
ト　九州事務所

福岡市博多区博多駅東２
－９－１３

所長　髙羽　弦 411-9720 411-9750 土木設計 測量 地質調査324

2200107 ㈱日水コン　九州支所 福岡市博多区祇園町７－
２０

支所長　本郷　克己 282-1354 282-1358 土木設計 建築設計 測量325
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2200361 ㈱日設コンサルタント 福岡市博多区綱場町９－
２８

代表取締役　伊藤　純仁 262-2377 262-2388 土木設計 測量 地質調査326

2200752 ㈱日創建設コンサルタン
ト

福岡市博多区博多駅東１
－１６－７

代表取締役　土橋　修 481-2676 481-2157 土木設計 測量 地質調査327

2200240 日鉄鉱コンサルタント㈱
　九州本社

福岡市博多区博多駅東2
－6－23

取締役九州本社長　犬塚
　忠之

451-6467 414-2826 土木設計 地質調査 補償コン
サルタン

328

2200555 (一財)日本環境衛生セ
ンター

大野城市白木原３－５－
１１

西日本支局長　野田　誠
一郎

593-8225 572-1218 土木設計 測量 その他329

2200855 ㈱日本管財環境サービ
ス　九州支店

福岡市中央区天神４－２
－２０

取締役支店長　押川　保
朗

737-2600 737-2610 機械保守330

2201042 日本原料㈱　九州営業
所

福岡市博多区博多駅東１
－１４－３４

所長　野口　康一 474-5553 474-5554 その他331

2200134 日本工営㈱　福岡支店 福岡市博多区東比恵１－
２－１２

支店長　渡邊　俊光 475-7131 475-7135 土木設計 建築設計 地質調査332

2200886 日本シビックコンサルタ
ント㈱　九州事務所

福岡市博多区博多駅前２
－１２－２６福岡Ｄビル

所長　村谷　豪寛 472-3518 472-4094 土木設計 地質調査333

2200013 日本水工設計㈱　九州
支社

福岡市博多区博多駅東２
－１３－３４

取締役支社長　木原　宗
道

451-6528 472-1799 土木設計 建築設計 情報処理334

2200175 日本地研㈱ 福岡市博多区諸岡５－
２５－２５

代表取締役　坂元　義盛 571-2764 513-5183 地質調査 土木設計 測量335

2200646 日本電気㈱　九州支社 福岡市博多区御供所町１
－１

支社長　今村　美穂 261-2803 261-2901 情報処理336

2202909 ㈱日本電子 福岡市南区折立町５－
５９

代表取締役　梅本　享祐 582-0511 592-4600 機械保守 設備設計337

2200357 日本物理探鑛㈱　福岡
営業所

福岡市博多区博多駅南３
－１３－１７

所長　城之内　明 474-3087 474-3107 地質調査 測量 土木設計338

2202605 (一財)日本不動産研究
所　九州支社

福岡市中央区天神１－
１２－７

支社長　岡田　英吾 781-6073 713-6163 補償コン
サルタン

339

2202604 日本プロダクト㈱ 福岡市南区大楠１－４－
２２

代表取締役　倉掛　和俊 406-8917 524-5260 清掃委託 樹木保守340

2200879 日本ミクニヤ㈱　九州支
店

福岡市博多区山王２－９
－３

九州支店長　峯　浩二 481-3928 481-3938 土木設計 測量341

2200652 日本メンテナスエンジニ
ヤリング㈱　九州支店

福岡市博多区博多駅前４
－３１－１

支店長　塩田　真輔 474-6678 474-6678 その他342

2200295 ㈱ニュージェック　九州
支店

福岡市中央区天神２－８
－３０

支店長　山﨑　裕之 715-3301 715-3300 土木設計 建築設計 設備設計343

2200894 ㈱ニューゼコンサル 福岡市南区寺塚２－２０
－３０

代表取締役　緒方　慎 561-6562 561-6566 補償コン
サルタン

測量344

2200360 ニュー・ボーリング㈱ 福岡市博多区住吉４－
２７－３－２０３

代表取締役　福田　勝 433-6682 433-6683 地質調査345

2200832 ㈱ニューロファジィ 福岡市中央区清川３－
２１－９

代表取締役　有吉　誠二 533-4030 533-4031 設備設計346

2201043 能美防災㈱　九州支社 福岡市中央区薬院２－５
－７

九州支社長　踊　恵支 712-1560 751-1337 その他347

2200827 ノダック㈱　九州事業所 熊本市東区東野４－１－
３

九州事業所長　篠崎　準
二

096-331- 096-331- その他348
2855 2112

2201041 ㈱のみ山緑地 福岡市南区老司５－５１
－２５

代表取締役　呑山　隆郁 565-2937 565-8159 樹木保守349

2200905 博多運輸㈱ 福岡市博多区沖浜町１１
－２７

代表取締役　寺田　芳國 281-6007 281-6018 運送350
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2200831 ㈱博多エム・エス 福岡市博多区古門戸町９
－１９

代表取締役　熊鞍　美喜
子

272-2567 262-0334 清掃委託351

2200391 ㈲はかた設計 福岡市中央区高砂１－
１６－１３－２０１

代表取締役　浜田　清 534-6525 534-6525 建築設計352

2200483 博多湾環境整備㈱ 福岡市博多区沖浜町１２
－１

代表取締役社長　木内　
俊弘

291-8080 272-8080 清掃委託 警備委託 機械保守353

2202837 ㈱博防 福岡市早良区重留２－４
－１０

代表取締役　白靏　博 872-8032 872-8033 機械保守354

2200400 パシフィックコンサルタン
ツ㈱　九州支社

福岡市博多区博多駅前２
－１９－２４

支社長　中野　卓朗 409-3011 409-3016 土木設計 設備設計 情報処理355

2200115 ㈱パスコ　福岡支店 福岡市博多区東比恵３－
５－２

支店長　冨岡　晃 451-3522 472-5328 情報処理 測量 土木設計356

2201047 ㈱ハツタテクノ　九州支
店

福岡市博多区須崎町５－
４

支店長　平谷　俊彦 281-6565 281-6566 機械保守 その他357

2201044 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮ
ﾝｽﾞ　ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　九州社

福岡市博多区上呉服町
１０－１

社長　岩崎　哲 271-7635 271-7671 機械保守 情報処理358

2202823 ㈱林技建 福岡市西区羽根戸７２５
－１４

代表取締役　林　美徳 812-3765 812-3766 清掃委託359

2202820 林土木工業㈱ 福岡市西区羽根戸７２４
－１４

代表取締役　林　英樹 811-0186 811-0198 清掃委託360

2200830 ㈱美化 福岡市博多区博多駅前３
－２－８

代表取締役社長　西本　
宏達

431-6108 474-7850 清掃委託 機械保守 警備委託361

2200398 ㈱光エンジニアリング　
九州事務所

福岡市博多区博多駅前１
－１９－３－４０８

所長　高田　聡 475-5411 475-7305 土木設計362

2200297 ㈱ＢＣＣ 福岡市中央区六本松２－
１２－１９

代表取締役社長　幸田　
好和

711-5801 711-5806 情報処理363

2202915 ビズ・リファイン㈱ 福岡市中央区天神１－
１５－３２

代表取締役　中村　孝浩 791-4664 791-4663 情報処理364

2200494 ㈱ビソー 福岡市中央区天神４－９
－１３

代表取締役　高橋　武 711-9626 751-1339 清掃委託 機械保守365

2202846 日立オートモティブシス
テムズメジャメント㈱　九

福岡市博多区博多駅南４
－１９－２０

支店長　江藤　俊成 431-0803 431-0670 その他366

2202916 ㈱日立システムズ　九州
支店

福岡市中央区大名２－９
－２７

支店長　紫村　裕介 738-5705 738-5751 情報処理367

2202601 ㈱日立ソリューションズ
西日本　営業本部

福岡市早良区百道浜２－
１－１

営業本部長　福嶌　宏 844-8241 844-8241 情報処理368

2202808 平井スポーツ建設㈱ 福岡市東区箱崎３－１３
－１５

代表取締役　平井　秀文 651-3671 651-2726 樹木保守369

2200897 ㈱ファビルス　福岡支社 福岡市博多区博多駅前１
－１－１

取締役福岡支社長　遠藤
　信二

461-0631 461-0634 清掃委託 機械保守 警備委託370

2200791 (公社)福岡県公共嘱託
登記司法書士協会

福岡市中央区舞鶴３－６
－７

代表理事　山本　人司 721-0757 791-8412 補償コン
サルタン

371

2200485 (公社)福岡県公共嘱託
登記土地家屋調査士協

福岡市中央区舞鶴３－２
－２１

副理事長　早川　秀治 752-9100 752-9101 補償コン
サルタン

372

2200246 福岡建設コンサルタント
㈱

福岡市博多区諸岡１－７
－２５

代表取締役　永徳　明彦 591-2992 591-2274 土木設計 測量 地質調査373

2202851 福岡興業㈱ 福岡市早良区藤崎２－３
－１０

代表取締役　松岡　雄介 821-5131 844-1044 清掃委託 警備委託374

2200733 福岡水道設計㈱ 福岡市博多区博多駅南３
－２２－２

代表取締役　瀬戸　信吾 475-8820 475-8865 土木設計 測量375
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2200844 福岡測量㈱ 福岡市中央区清川２－
１２－２７

代表取締役　福田　數登 753-7420 522-1622 測量 情報処理 土木設計376

2200885 ㈱福岡ニッタンサービス
センター

福岡市中央区六本松３－
１１－２９

代表取締役　西山　新治 714-1337 714-2339 機械保守377

2200848 ㈱福昭ビル・サービス 福岡市博多区下川端町１
－１２

代表取締役　衛藤　衛 291-0558 271-9320 清掃委託 警備委託378

2200656 福高総合技術コンサル
タント㈱

福岡市博多区中洲中島
町４－２３

代表取締役　高倉　力矢 281-2138 281-3753 測量 補償コン
サルタン

土木設計379

2200803 不二グラウト工業㈱ 福岡市西区小戸３－５０
－２０

代表取締役　松尾　茂一 892-0018 892-0036 地質調査380

2202807 富士ゼロックス福岡㈱ 福岡市博多区博多駅前１
－６－１６

執行役員　濵口　文明 411-9100 411-4173 情報処理381

2200270 ㈱富士総合技術コンサ
ルタント

福岡市東区下原１－１５-
２０

代表取締役　花田　卓典 672-2661 410-3665 土木設計 測量382

2202810 フジタロード㈱ 福岡市西区生の松原２－
１４－１６

代表取締役　藤田　広道 882-6510 883-3241 清掃委託383

2200231 フジ地中情報㈱　九州
支店

福岡市博多区那珂５－３
－１３

支店長　栗原　俊夫 472-2571 473-4847 その他 情報処理 土木設計384

2200804 富士通㈱　九州支社 福岡市博多区東比恵３－
１－２

九州支社長　岡本　行雄 411-6338 411-6970 情報処理385

2202710 富士通ネットワークソ
リューションズ㈱九州支

福岡市博多区東比恵３－
１－２

九州支店長　田口　淳也 707-5630 473-5969 情報処理 機械保守386

2201046 フジテコム㈱　九州支店 福岡市博多区東比恵３－
４－２

支店長　松河　孝次 474-3225 474-3894 その他387

2202608 ㈱フタバ設計 福岡市博多区三筑１－６
－１４

代表取締役　二場　安之 591-6903 591-6905 土木設計 測量 補償コン
サルタン

388

2200216 ㈱福起設計コンサルタン
ト

福岡市博多区奈良屋町
11-18

代表取締役　池田　淳 262-2871 262-5131 建築設計 補償コン
サルタン

測量389

2200217 ㈱不動エンジニアリング 福岡市博多区光丘町２－
２－２０

代表取締役　石橋　保英 572-2038 571-1783 土木設計 測量390

2200077 冨洋設計㈱　九州支社 福岡市中央区天神５－７
－３

支社長　村里　祐次郎 781-0336 781-8348 土木設計 測量391

2200247 平成地研㈱ 福岡市博多区諸岡１－７
－２５

代表取締役　山下　好幸 575-0340 592-6622 地質調査 土木設計392

2200878 平和総合コンサルタント
㈱　福岡支店

福岡市南区高木２－２－
２２

支配人支店長　中園　和
弘

593-5662 593-5662 補償コン
サルタン

土木設計393

2200248 ㈱ベクトル 福岡市博多区住吉５－
１３－２

代表取締役　矢野　尚 461-1091 461-1210 地質調査 土木設計 測量394

2202827 ㈲干隈建設 福岡市早良区干隈３－
２９－１０

代表取締役　横田　隆司 801-0152 801-0500 清掃委託395

2201049 ホシザキ北九㈱ 福岡市博多区博多駅南３
－１８－９

代表取締役　熊野　定 471-7396 471-7535 機械保守396

2200775 ㈱ボナシステムズ 福岡市南区高木１－２－
９

代表取締役社長　幸　康
司

292-0325 292-0326 運送397

2200764 マサキ測量設計㈱ 直方市大字感田７２０－
１

代表取締役　河野　隆裕 0949-26- 0949-26- 土木設計 測量 補償コン
サルタン

398
8012 8013

2200047 ㈱松尾設計　福岡事務
所

福岡市博多区博多駅南４
－１８－２－３０７

所長　森　一徳 477-9860 477-9861 土木設計 測量 建築設計399

2200873 ㈱松澤建築設計事務所 福岡市中央区港２－２－
１１

代表取締役　松澤　徹 713-5986 721-9243 建築設計400
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2201050 三笠エンジニアビルグ㈱ 福岡市東区筥松１－１５
－１

代表取締役　鈴木　満男 624-0691 624-0693 清掃委託 樹木保守 警備委託401

2200037 三笠特殊工業㈱ 福岡市博多区博多駅東１
－１６－１４

代表取締役　倉重　一男 431-3829 481-7310 清掃委託 機械保守 警備委託402

2200770 ㈱みずほ不動産鑑定所 福岡市中央区舞鶴３－２
－４福岡舞鶴ビル６Ｆ

代表取締役　井上　真輔 738-6105 738-6115 補償コン
サルタン

403

2200566 三井共同建設コンサル
タント㈱　九州支社

福岡市博多区博多駅東２
－１４－１

支社長　熊川　満 441-3872 473-7789 土木設計 測量 地質調査404

2200737 三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱　九州支社

福岡市博多区住吉１－２
－２５

取締役支社長　宇和川　
慎一

272-5100 272-3100 機械保守405

2200781 三菱電機プラントエンジ
ニアリング㈱　九州本部

福岡市博多区上牟田１－
１７－１

常務執行役員九州本部
長　木﨑　秀介

451-9700 451-9730 その他406

2200657 三共測量設計㈱　福岡
営業所

福岡市南区井尻１－８－
１

所長　佐藤　博之 588-1066 588-1067 測量 補償コン
サルタン

土木設計407

2201051 みなみ道路工業㈱ 福岡市南区長住１－１－
４６

代表取締役　福山　蔦代 555-7746 555-7397 樹木保守 清掃委託 その他408

2200567 ミフネ商事㈱ 大野城市中３－１３－１ 代表取締役　御舩　正美 503-6610 503-9853 清掃委託409

2201053 ㈱村田相互設計　九州
支社

福岡市博多区比恵町２－
７

取締役支社長　一栁　茂
弥

431-5750 431-5814 建築設計410

2201054 ㈲村山造園土木 福岡市早良区重留４－
１２－３９

代表取締役　村山　豊 872-8036 872-8037 樹木保守411

2200816 ㈱メイ建築研究所 博多区博多駅東２－９－
１東福第二ビル４Ｆ

代表取締役　江下　素彦 415-1020 415-1070 建築設計412

2200489 明治コンサルタント㈱　
九州支店

福岡市博多区豊１－８－
２９

支店長　秋元　暢亮 415-2500 414-5015 土木設計 地質調査 測量413

2200738 メディアシステム㈱　福
岡営業所

福岡市中央区清川２－２
－２３－７０６

営業所長　熊本　和人 525-7061 525-7062 その他414

2200224 八千代エンジニヤリング
㈱　九州支店

福岡市中央区荒戸２－１
－５

常務取締役支店長　上杉
　泰右

751-1431 725-0581 土木設計 地質調査 測量415

2202712 ㈱ヤナセファイテック 福岡市博多区東那珂１－
１８－６

代表取締役　梁瀬　義行 471-1381 475-2299 その他416

2200787 ㈱ヤマイチテクノ　九州
支店

福岡市博多区東比恵１－
２－１２

執行役員支店長　中迫　
浩一

474-7677 474-7626 情報処理417

2202838 ㈱大和速記情報セン
ター　福岡営業所

福岡市博多区博多駅東２
－６－２３

福岡営業所長　藤戸　康
彰

475-1361 475-1362 その他418

2202849 ヤマトプロテック㈱　福
岡支店

福岡市博多区那珂５－７
－１２

支店長　吉田　公幸 411-4224 411-4229 機械保守419

2200746 ㈱優輝総合コンサル 福岡市博多区昭南町２－
３－８

代表取締役　川副　俊明 593-4379 593-4398 補償コン
サルタン

測量 建築設計420

2202803 ユニオン設計㈱ 福岡市中央区薬院１－６
－５

代表取締役　牛嶋　正雄 761-4541 761-4699 建築設計421

2200756 ㈱ユニオンリサーチ　九
州支社

福岡市中央区天神２－８
－３８

支社長　廣田　五男 771-0642 771-0643 補償コン
サルタン

建築設計422

2202831 陽光建設㈱ 筑紫野市大字俗明院４３ 代表取締役　吉岡　洋一 921-1300 921-0020 清掃委託423

2200757 ㈱横手技研 福岡市南区玉川町６－５ 代表取締役社長　高岡　
悦代

542-0211 552-6324 機械保守424

2200826 芳野測量設計㈱ 福岡市東区箱崎７－５－
８

代表取締役　中雄　淳一
郎

641-3970 641-3972 補償コン
サルタン

測量 その他425
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2200740 ㈱ライフライン　北九州
営業所

北九州市小倉北区東篠
崎１－１－１５－Ａ４０２

営業所長　山田　知生 093-952- 093-952- その他 情報処理426
8899 8890

2200491 ㈱ランド・コンサルタント
　九州支社

福岡市南区高木２－５－
１０

支社長　堀口　長太郎 471-0301 471-0303 補償コン
サルタン

427

2200783 ㈲ランド・スケープ福岡 福岡市早良区脇山１－
２５－１３

代表取締役　古賀　光雄 804-7875 804-7876 樹木保守428

2200876 ㈱ランドプラン 福岡市南区曰佐５－１５
－２４

代表取締役　杉田　哲郎 574-0881 574-0881 土木設計429

2200741 ㈱リクチ漏水調査 東京都新宿区中落合３－
２１－２

代表取締役　天野　知光 03-3954- 03-3954- その他430
9225 9158

2200799 ㈱リコー商会 福岡市博多区上呉服町２
－３７

代表取締役　寺西　孝志 281-1125 291-2000 情報処理 広告宣伝 看板、標
識

431

2200863 ㈱ロイ設計事務所 福岡市早良区室見４－
２２－２２

代表取締役　山本　敏元 843-1633 843-1629 建築設計432

2202821 ㈱ＹＳアーキテクツ 福岡市博多区博多駅東１
－１２－５

代表取締役　稗田　玲 409-2626 409-2628 建築設計 設備設計433

2202818 ㈱ワイズ西日本 福岡市西区大字飯盛
４２６－５－１０１

代表取締役　藤井　圭子 812-5765 812-6425 清掃委託434

2200079 ㈱和晃地質コンサルタン
ト

福岡市城南区西片江２－
７－１１

代表取締役　持田　拓児 861-6421 862-5405 地質調査435

2200742 ㈱和田設計コンサルタン
ト

福岡市中央区高砂２－
２３－１２

代表取締役　和田　正樹 521-5131 521-5133 建築設計436

2200901 ㈱渡辺測量建築事務所 福岡市南区中尾３－２－
７

代表取締役　渡邉　健生 561-3471 561-5838 補償コン
サルタン

測量437

2202847 渡辺電気管理事務所 福岡市中央区平尾５－
１６－３７

渡辺　清海 522-0352 522-0352 機械保守438


