
平成28･29年度宗像市一般（指名）競争入札参加資格者名簿（物品・役務）

有効期間：平成２８年７月１日～平成３０年８月３１日 平成28年7月1日現在

受付番号 商号又は名称 営業所名 所在地 電話番号 資格区分 为たる品目（大分類）

000004 西日本地図出版（株） 福岡県福岡市南区大楠２ー８ー１３ 092-521-0748 物品の製造 印刷

000005 サンテクノサービス（株） 大阪府大阪市北区南森町２－４－３２ 06-6363-3991 役務等の提供 保守管理

000006 東洋造船鉄工（株） 福岡県北九州市若松区藤ノ木３丁目７－８ 093-791-0431 物品の販売 車両類

000007 （株）丸清 福岡県北九州市若松区南二島４丁目２－１８ 093-772-5050 物品の購入 資源回収

000008 木下電気管理事務所 福岡県宗像市日の里６－２８－２２－Ｂー３０１ 090-7384-1145 役務等の提供 保守管理

000009 （株）レンタルのニッケン 福岡東営業所 福岡県福岡市東区松島５－３－１５ 092-622-1116 役務等の提供 イベント･企画

000010 福岡理研工業（株） 福岡県北九州市八幡東区前田３－８－１１ 093-661-5752 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000011 （株）林田製作所 埼玉県さいたま市見沼区上山口新田５６－１ 048-683-2250 物品の販売 車両類

000012 （株）ふちわき 福岡県北九州市八幡西区小鷺田町２－１ 093-641-3121 役務等の提供 保守管理

000013 ハラサンギョウ（株） 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷５１－２ 0956-82-2572 役務等の提供 廃棄物処理

000014 （株）ナカノ 大分県中津市野依７０２－１ 0979-32-0005 物品の販売 特殊物品

000015 （株）カンサイ 福岡県福岡市博多区東比恵３－３２－１５ 092-481-9100 物品の販売 電気・通信機器

000016 エス・イー・シーエレベーター（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前３－９－８ 092-413-8181 役務等の提供 保守管理

000017 エネサーブ（株） 滋賀県大津市月輪２‐１９‐６ 077-543-6330 役務等の提供 その他

000018 （株）タイト綜合管理 福岡県福岡市西区戸切３―３８―１４ 092-812-3136 役務等の提供 清掃

000019 （株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 福岡県福岡市博多区対馬小路１－２１ 092-282-6850 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000020 （株）ビルマネージメント 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２３－１７ 092-477-5111 役務等の提供 清掃

000021 日栄商事（株） 福岡県北九州市門司区松原二丁目１０－１７ 093-391-5631 物品の購入 資源回収

000022 平川工務店（有） 福岡県宗像市三郎丸４－８－７ 0940-33-6611 物品の販売 警察・消防用品

000023 （株）ツカサ創研 福岡本店 福岡県福岡市中央区今泉１－１２－８ 092-736-1211 役務等の提供 イベント･企画

000024 （株）ゼンリンプリンテックス 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東３ー１ー２６ 092-475-1511 物品の製造 印刷

000025 （株）菱熱 福岡県福岡市博多区博多駅南１‐８‐１３ 092-411-5841 役務等の提供 保守管理

000026 （株）ニック 福岡県大野城市川久保３－１－２３ 092-504-2489 物品の販売 事務機器

000027 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 092-271-7770 役務等の提供 リース・レンタル

000028 大成エンジニアリング（株） 大阪支店福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目９番８号 092-452-2771 役務等の提供 検査・分析・調査

000029 アマノマネジメントサービス（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区住吉１丁目２番２５号ビジネスセンタービル５Ｆ 092-271-6400 役務等の提供 保守管理

000030 （株）アステム 東福岡支店 福岡県宗像市稲元３－１－１０ 0940-32-5600 物品の販売 薬品

000031 沖電気工業（株） 九州支社 福岡県福岡市中央区天神２－１３－７ 092-771-9111 物品の販売 電気・通信機器

000032 有価物回収協業組合石坂グループ 熊本県熊本市東区戸島町２８７４番地 096-389-5501 物品の購入 資源回収

000033 日産自動車販売（株） 福岡支社 福岡県福岡市博多区東比恵２－１４－３３ 092-477-8223 物品の販売 車両類

000034 （一社）日本有機資源協会 東京都中央区新川２－６－１６ 03-3297-5618 役務等の提供 検査・分析・調査

000035 中越クリーンサービス（株） 福岡営業所 福岡県大野城市中３－５－２８ 092-504-5222 役務等の提供 清掃
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000036 （株）杉園道路建設 福岡県宮若市金丸８２０－１ 0949-52-0399 役務等の提供 清掃

000037 （株）シンコー 福岡県福岡市中央区天神４‐７‐１７ 092-771-9515 役務等の提供 清掃

000038 （株）エコファイブ 福岡県飯塚市立岩１０７７－２２２ 0948-26-7775 役務等の提供 清掃

000039 オリエントハウス（株） 福岡支店 福岡県福岡市南区弥永２丁目８－１０ 092-588-1103 役務等の提供 リース・レンタル

000040 （株）ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８ 028-648-2111 役務等の提供 情報処理

000041 高砂白蟻工業（株） 福岡県北九州市小倉北区中井４－３－１１ 093-571-0031 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000042 （一社）日本経営協会 九州本部 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目６－１６ 092-431-3365 役務等の提供 研修・講習

000043 日立キャピタルオートリース（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ 092-281-6920 役務等の提供 リース・レンタル

000044 （有）ライフサービス 福岡県福岡市東区和白丘１－２１－１－３０７ 092-605-6677 物品の販売 薬品

000045 西部沢井薬品（株） 福岡東営業所 福岡県糟屋郡粕屋町仲原２８５８－７ 092-626-5011 物品の販売 薬品

000046 （株）スタジオ三十三 京都府京都市西京区大枝沓掛町２６－１９１ 075-332-3038 役務等の提供 イベント･企画

000047 東和環境科学（株） 九州支店 福岡県福岡市東区東浜１－５－１２ 092-292-9911 役務等の提供 検査・分析・調査

000048 （株）コアズ 北九州支社 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－７ 093-631-5340 役務等の提供 警備・受付・案内

000049 （株）リソースプラザ 福岡県直方市植木１１４０－１ 0949-52-8900 物品の購入 資源回収

000051 宗像管工事（協） 福岡県宗像市東郷１０８３－３ 0940-37-0435 物品の販売 水道用品

000052 サンセイ（株） 下関工場 山口県下関市彦島本村町３－５－１ 083-267-3525 物品の販売 車両類

000053 （有）フィールドブレイン 福岡営業所 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２３－２－３１１ 092-734-6031 役務等の提供 イベント･企画

000054 （株）ムトウ 福岡営業部 福岡県福岡市博多区千代４－２９－２７ 092-641-8161 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000055 （有）筑邦トーハツ商会 福岡県久留米市野中町４１７－６ 0942-43-1082 物品の販売 警察・消防用品

000056 （株）郵宣協会 福岡県北九州市小倉北区堺町２丁目１－１ 093-533-2290 役務等の提供 イベント･企画

000057 （株）九州みらい研究所 熊本県熊本市東区健軍四丁目１３－２ 096-214-6014 役務等の提供 検査・分析・調査

000058 福岡リスクコンサルティング（株） 福岡県宗像市村山田１３６６－２－２Ｆ 0940-36-9571 役務等の提供 その他

000059 ＩＢＪＬ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門１－２－６ 03-5253-6760 役務等の提供 リース・レンタル

000060 （株）ヤマモト 九州支店 熊本県熊本市南区近見８－１３－１９ 096-342-4550 物品の購入 資源回収

000061 （株）よかネット 福岡県福岡市博多区中洲中島町３－８ 092-283-2121 役務等の提供 検査・分析・調査

000062 （有）前田造船所 山口県下関市彦島竹ノ子島町３－１７ 083-266-7610 物品の販売 車両類

000063 水三島紙工（株） 福岡県福岡市博多区千代２－１－１５ 092-651-8860 物品の製造 印刷

000065 （株）ナフコ ホームプラザナフコ南宗像店 福岡県宗像市光岡１０５－１ 0940-36-8601 物品の販売 事務機器

000066 福岡スバル（株） 産業機械事業部 福岡県福岡市東区社領２－１６－２２ 092-612-6143 物品の販売 車両類

000067 （株）データベース 九州支店 福岡県福岡市中央区平尾５－１４－３１－３０３ 050-3499-4437 役務等の提供 保守管理

000068 （株）三恵 福岡県福岡市博多区板付５－８－１６ 092-571-0836 役務等の提供 保守管理

000069 （株）西原環境 九州支店 福岡県福岡市博多区井相田２－２－３ 092-513-5103 物品の販売 薬品
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000070 東海リース（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区綱場町１－１ 092-283-0003 役務等の提供 リース・レンタル

000071 金子建設（株） 福岡支店 福岡県福岡市南区市崎１―１―５ 092-521-6365 役務等の提供 検査・分析・調査

000072 京セラ丸善システムインテグレーション（株） 九州営業所 福岡県福岡市中央区長浜１－１－１ 092-752-7551 役務等の提供 情報処理

000073 東洋警備保障（株） 福岡県北九州市小倉北区今町１－１－４１ 093-591-1785 役務等の提供 警備・受付・案内

000074 （株）日刊スポーツアド 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１－１ 092-474-5251 役務等の提供 イベント･企画

000075 （株）アクシス 福岡県北九州市八幡西区瀬板１－１６－１ 093-603-8711 物品の製造 印刷

000076 千代田計装（株） 福岡県福岡市早良区百道１－１８－２５ 092-844-6501 役務等の提供 保守管理

000077 三葉化工（株） 九州営業所 福岡県福岡市中央区白金２‐１１‐９ 092-534-5321 物品の販売 薬品

000078 大電商事（株） 福岡県久留米市西町１１０－１ 0942-46-3700 物品の販売 荒物雑貨

000079 （株）ＮＤＫＣＯＭ 長崎県長崎市栄町５－１１ 095-824-3511 役務等の提供 情報処理

000080 （株）エヌ・アイ・ケイ 熊本県熊本市中央区水道町１４－２７ 096-320-9588 役務等の提供 情報処理

000081 （株）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３－２－８住友生命博多ビル１２Ｆ 092-433-9055 役務等の提供 情報処理

000082 （株）オプティマ 東京都品川区大崎３－５－２ 03-3493-8800 役務等の提供 情報処理

000083 （有）実用技術研究所 長崎県長崎市平間町７４６－２ 095-838-5007 物品の販売 車両類

000084 タイキ薬品工業（株） 福岡県福岡市東区東浜１－９－４ 092-641-5736 物品の販売 薬品

000085 周南マリコム（株） 山口県周南市入船町２－３ 0834-21-0367 役務等の提供 医療福祉

000086 （株）玉川文化財研究所 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－８－９ 045-321-5565 役務等の提供 検査・分析・調査

000087 日本空調サービス（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区堅粕３－１４－７ 092-451-6111 役務等の提供 保守管理

000088 （株）内藤ハウス 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東２ー１８ー３０八重洲博多ビル４０２ 092-432-7110 役務等の提供 リース・レンタル

000089 （株）山本文房堂 福岡県福岡市中央区大名２－４－３２ 092-751-4342 物品の販売 教育機器

000091 （株）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３－２２－６ 092-411-3681 物品の製造 印刷

000092 （株）ヨシカネ 福岡県北九州市小倉北区大門１丁目４－１ 093-591-3544 物品の販売 記念品・時計

000094 フジテック（株） 西日本支社　九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町４番１号 092-281-0045 役務等の提供 保守管理

000095 （株）ベネッセコーポレーション 小中学校事業部 東京都多摩市落合１－３４ 042-356-0127 役務等の提供 検査・分析・調査

000096 （合）ラックグリーン 福岡県宗像市大井南５１９－３ 0940-39-3286 役務等の提供 清掃

000097 九州オートドアー（株） 北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区長行西３－１９－１ 093-967-2712 役務等の提供 保守管理

000098 西鉄エアサービス（株） 福岡支店 福岡県福岡市中央区大名２－４－３０ 092-713-7183 役務等の提供 人材派遣

000099 田中工業（株） 福岡県北九州市八幡東区中央三丁目６－２０ 093-671-5866 役務等の提供 情報処理

000100 日米電子（株） 福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０ 092-522-3163 役務等の提供 保守管理

000101 湯浅ピアノ調律センター 福岡県宗像市自由ヶ丘４丁目２－２３ 0940-32-3801 役務等の提供 その他

000102 よしみ工産（株） 福岡県北九州市戸畑区天神１－１３－５ 093-882-1661 物品の製造 印刷

000103 第一環境（株） 九州・沖縄支店 福岡県福岡市中央区薬院４－３－５－７０５ 092-535-1355 役務等の提供 その他
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000104 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１７－２１ 092-432-6611 物品の販売 事務機器

000105 （株）ウォーターエージェンシー 九州中央営業所 福岡県大牟田市大字草木１１６８－１ 0944-59-8200 物品の販売 薬品

000106 シンエイ空調（株） 福岡県糟屋郡新宮町下府６－１０－２１ 092-962-1950 役務等の提供 保守管理

000107 ＭＨＩ下関エンジニアリング（株） 山口県下関市彦島江の浦町六丁目１６番１号 083-267-1903 物品の販売 車両類

000108 （株）ナンゴウ 福岡県福岡市博多区大井２丁目１０－９ 092-611-4017 役務等の提供 廃棄物処理

000109 （株）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１２‐３３ 092-281-5729 役務等の提供 情報処理

000110 （株）ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０－１２ 0836-51-6191 役務等の提供 事務処理

000111 （株）グリーンハウス 東京都新宿区西新宿３－２０－２ 03-3379-1211 役務等の提供 医療福祉

000112 富士食品商事（株） 埼玉県ふじみ野市上福岡２－６－１０ 049-267-7979 役務等の提供 医療福祉

000113 メタウォーターサービス（株） 事業推進本部　西日本営業部 大阪府大阪市北区小松原町２－４　大阪富国生命ビル 06-7709-9512 役務等の提供 保守管理

000114 （株）正助ふるさと村 福岡県宗像市武丸１９９ 0940-35-1100 物品の販売 農林業用用品

000115 ランアップ（株） 福岡県鞍手郡鞍手町新延１２９８－３ 0949-42-3149 物品の販売 工事用材料

000116 東京センチュリーリース（株） 福岡営業部 福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１ 092-418-1222 役務等の提供 リース・レンタル

000117 Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株） 福岡県宗像市曲１５９２番地１ 0940-32-6197 役務等の提供 清掃

000118 （株）フラウ 福岡県福岡市中央区大名２丁目１１ー２２ 092-751-8830 役務等の提供 イベント･企画

000119 共栄環境開発（株） 福岡県大牟田市汐屋町５－１５ 0944-52-6732 役務等の提供 清掃

000120 （株）ＪＥＣＣ 営業本部 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 092-412-7450 役務等の提供 リース・レンタル

000121 （株）城野印刷所 福岡支店 福岡県福岡市中央区高砂１－１１－１　福岡ゼネラルビル６Ｆ 092-531-2314 物品の製造 印刷

000122 （株）ふれあい創建 福岡県宗像市石丸４－３－１７ 0940-32-4509 物品の販売 水道用品

000123 九州自動車リース（株） 福岡県福岡市博多区東光寺町一丁目２番７号 092-431-4361 役務等の提供 リース・レンタル

000124 ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北４－３－２９ 03-3265-1511 物品の販売 工事用材料

000125 （株）東京法規出版 東京都文京区本駒込２－２９－２２ 03-5977-0300 物品の製造 印刷

000126 （株）キューコーリース 福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１ 092-534-5507 役務等の提供 リース・レンタル

000127 青木モータース 福岡県宗像市牟田尻１８４８－１ 0940-62-2452 役務等の提供 車両整備

000128 （有）田中運輸建設 福岡県宗像市東郷３－３－６ 0940-36-2460 役務等の提供 廃棄物処理

000130 九州電気管理協同組合 福岡県福岡市博多区博多駅東１‐１２‐８ 092-473-8781 役務等の提供 保守管理

000131 東芝電機サービス（株） 九州支店 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 092-735-3053 役務等の提供 保守管理

000132 福博綜合印刷（株） 福岡県福岡市博多区堅粕３－１６－３６ 092-451-2989 物品の製造 印刷

000133 都築電気（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１１－５ 092-411-6910 物品の販売 事務機器

000134 （株）西部保安 福岡県福岡市博多区立花寺２９９ 092-503-1566 物品の販売 道路標識

000135 （株）東京商工リサーチ 福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前４－９－２　八百治センタービル 092-431-2131 役務等の提供 検査・分析・調査

000136 サンテック福岡 福岡県福津市花見が丘３－２６－３ 0940-34-3311 物品の販売 事務機器
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000137 （株）環境セイビ 福岡県北九州市八幡西区大浦１‐１１‐２４ 093-603-7757 役務等の提供 清掃

000138 （株）ヤマガ 福岡県北九州市八幡西区夕原町４－８ 093-622-8600 物品の製造 印刷

000139 （株）磯村 神奈川県横浜市中区日本大通１７ 045-680-5530 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000140 西日本産業（株） 福岡県北九州市戸畑区天籟寺１－６－１７－１ 093-883-1281 物品の販売 薬品

000141 ネットワーク（株） 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町５５４－４ 053-423-2400 役務等の提供 保守管理

000142 （株）麻生情報システム 飯塚事業所 福岡県飯塚市吉原町６－１　あいタウン３階 0948-26-5080 役務等の提供 情報処理

000143 （有）福伸メディカル 福岡県春日市一の谷５－２－２ 092-915-7215 役務等の提供 廃棄物処理

000144 （株）シティアスコム 福岡県福岡市早良区百道浜２丁目２番２２号 092-852-5111 役務等の提供 情報処理

000145 （株）ビーコンラーニングサービス 東京都中央区日本橋茅場町２－２－１ 03-6231-1670 役務等の提供 研修・講習

000146 （株）古環境研究所 埼玉県さいたま市西区土屋１７９５－２４ 048-622-0389 役務等の提供 検査・分析・調査

000147 （株）尾園 福岡県宗像市日の里２丁目１１－２ 0940-36-6686 物品の販売 食料品

000148 （株）東京白衣 福岡県福岡市中央区荒戸３－７－２２ 092-761-5953 物品の販売 繊維製品

000149 （株）サンワード 福岡県宗像市田熊３‐１‐１ 0940-37-1234 物品の販売 運動用品

000150 富士ゼロックスシステムサービス（株）
営業本部　公共システム営業事業部
西日本支店

福岡県福岡市博多区博多駅東２－１４－１ 092-431-7157 役務等の提供 情報処理

000152 日本造船鉄工（株） 福岡県北九州市若松区藤ノ木３丁目７－３１ 093-791-0621 物品の販売 車両類

000153 金剛（株） 福岡支店 福岡県福岡市東区名島３－２－１０ 092-681-6286 物品の販売 事務機器

000154 北日本コンピューターサービス（株） 秋田県秋田市南通築地１５‐３２ 018-834-1811 物品の販売 事務機器

000155 月島機械（株） 福岡支店 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ 092-741-5736 物品の販売 その他の物品

000156 長崎造船（株） 長崎県長崎市浪の平町４番２号 095-826-0191 物品の販売 車両類

000157 （株）愛美 福岡県福岡市博多区神屋町３－１３ 092-272-1286 役務等の提供 清掃

000158 （有）ラコントゥル 福岡県福岡市東区馬出２－１９－１５　Ｍビル２Ｆ 092-633-3700 物品の製造 印刷

000159 ワールドウォーターバッグ（株） 大阪府大阪市東住吉区今川１－６－２３ 06-6713-7465 物品の販売 警察・消防用品

000160 （株）四航コンサルタント 香川県高松市上福岡町２０５７－６ 087-862-5865 役務等の提供 検査・分析・調査

000161 日本乾溜工業（株） 北九州本社営業部 福岡県北九州市八幡西区森下町２７‐３６ 093-631-0237 物品の販売 警察・消防用品

000162 イトウ建機リース（株） 福岡県宗像市田野二七〇番地七 0940-34-6123 役務等の提供 リース・レンタル

000163 （株）日海商事 福岡県北九州市門司区東港町６－４１ 093-331-1138 物品の販売 車両類

000164 （株）東光コンサルタンツ 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－３－３ 092-472-3323 役務等の提供 検査・分析・調査

000165 （株）アーバントラフィックエンジニアリング 福岡事務所 福岡県福岡市中央区大宮１－４－３４ 092-521-3040 役務等の提供 検査・分析・調査

000166 （株）森荘 福岡県福岡市博多区吉塚八丁目１－６７ 092-621-1320 物品の販売 繊維製品

000167 伊藤忠エネクス（株） 電力・ユーティリティ事業本部 東京都港区虎ノ門２－１０－１ 03-6327-8029 物品の販売 燃料類

000168 （株）グリーンサービス宗像 福岡県宗像市曲１５９２番地 0940-33-5464 役務等の提供 清掃

000169 吉野ゴム工業（株） 大阪府大阪市福島区吉野４－２６－１４ 06-6461-5751 物品の販売 産業用機械
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000170 （株）フクヨウ 東営業所 福岡県古賀市新原１０００－２ 092-944-1231 物品の販売 薬品

000171 （株）ソルネット 福岡県北九州市八幡東区中央２－８－１３ 093-671-7827 役務等の提供 情報処理

000172 日本管財（株） 九州本部 福岡県福岡市中央区天神１‐１４‐１６ 092-718-1270 役務等の提供 保守管理

000173 アポロ興産（株） 福岡（営） 福岡県福岡市早良区飯倉４－９－１５ 092-863-7555 物品の販売 その他の物品

000174 （株）シンク 福岡県田川市大字伊加利字狐取１８２４－２２ 0947-42-0111 役務等の提供 情報処理

000175 （株）トラストエレベーター 福岡県福津市宮司浜４－１－２２ 0940-52-7001 役務等の提供 保守管理

000176 （株）丹青社 東京都港区港南１－２－７０ 03-6455-8151 役務等の提供 イベント･企画

000177 ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 092-434-8022 物品の販売 事務機器

000178 （有）勝栄堂巧芸社 福岡県宗像市三郎丸２丁目１－１８ 0940-33-2961 物品の販売 看板・展示品

000179 仲西商事（株） 福岡県北九州市小倉南区長野（一丁目ー４番ー１１号） 093-474-1300 物品の販売 その他の物品

000180 （株）アンチータ 福岡県福岡市東区舞松原２‐２３‐２８ 092-662-6100 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000181 （社福）埼玉福祉会 埼玉県新座市堀ノ内３－７－３１ 048-481-2181 物品の販売 事務機器

000182 （株）愛和環境管理 福岡県北九州市八幡西区穴生３ー２ー２０ 093-641-0844 役務等の提供 清掃

000183 （株）未来工房亞为 福岡県福岡市博多区美野島１－５－１ 092-413-0129 役務等の提供 情報処理

000184 ヴェオリア・ジェネッツ（株） 九州支店 福岡県福岡市南区野間１－１３－１　グレイスビル２０１ 092-552-0670 役務等の提供 その他

000185 （有）カジクリ 福岡県鞍手郡鞍手町大字古門２１４１番地 0949-42-4163 物品の販売 電気・通信機器

000186 （株）日京クリエイト 東京都品川区南大井六丁目１６番１９号 03-5767-2370 役務等の提供 医療福祉

000187 日伸産業（株） 福岡県福岡市中央区港３丁目１番地５８ 092-721-4611 物品の販売 車両類

000188 オルディ（株） 九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１－１ 092-260-7110 物品の販売 荒物雑貨

000189 （株）アイヴィジット 東京都渋谷区代々木２－２－１ 03-5302-7100 役務等の提供 その他

000190 日邦無線電機（株） 福岡県北九州市戸畑区銀座２－６－１８ 093-871-5226 物品の販売 電気・通信機器

000191 アサヒプリテック（株） 北九州事業所 福岡県北九州市門司区新門司３－８１―５ 093-481-6050 役務等の提供 廃棄物処理

000192 （株）福岡トーハツ 北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区沼本町３－１－１ 093-475-3690 物品の販売 警察・消防用品

000193 （株）ジェーシービー 東京都港区南青山５―１―２２ 03-5778-8311 役務等の提供 その他

000195 西日本ビルメンテナンス協同組合 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１‐１７‐１０ 093-693-4665 役務等の提供 清掃

000197 （株）創電 システム営業部 福岡県福岡市南区長丘３―２３―２０ 092-542-1500 物品の販売 電気・通信機器

000198 （株）ダイワテクノサービス 福岡県宗像市葉山１丁目２１番地１８ 0940-34-4680 物品の販売 薬品

000199 （株）井筒造船所 長崎県長崎市戸町４－１１－１１ 095-878-4236 物品の販売 車両類

000200 （株）アームズ 福岡県北九州市八幡西区本城学研台１‐１７‐１０ 093-693-6561 役務等の提供 清掃

000201 日鉄住金環境プラントソリューションズ（株） 福岡県北九州市戸畑区大字中原４６－５９ 093-588-7361 役務等の提供 その他

000203 （株）アイネス 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１ 092-235-1611 役務等の提供 情報処理

000204 （株）コミュニティ・クリエイション 東京都三鷹市下連雀３－３８－１６スマート・パーク三鷹 0422-24-8851 役務等の提供 情報処理
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000205 （株）ライズファクトリー 東京都江東区住吉２－２５－２ 03-5624-0095 物品の製造 印刷

000206 （株）ＮＴＴドコモ 九州支社 福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－１ 092-717-5631 物品の販売 電気・通信機器

000207 （株）パソナ 福岡県福岡市中央区天神１－６－８ 092-741-6714 役務等の提供 その他

000208 （株）環境開発 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６ 092-611-5231 役務等の提供 清掃

000209 （株）ダイワス 福岡県福岡市東区二又瀬１７－５ 092-623-3939 役務等の提供 清掃

000210 （一社）宗像医師会 福岡県宗像市田熊５－５－５ 0940-36-2453 役務等の提供 医療福祉

000211 （有）メディカルエイト 福岡県福岡市西区今宿東３‐３４‐４４‐４ 092-807-0898 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000212 （株）トーケミ 西部支店 福岡県福岡市博多区東光２－１７－１７ 092-473-4590 物品の販売 水道用品

000213 （有）サンテック 九州支店 熊本県熊本市南区田井島１－３－１７－５０２ 096-342-4721 物品の購入 資源回収

000214 前田興業（株） 福岡県北九州市八幡西区則松２２０－１ 093-695-2010 役務等の提供 清掃

000215 イデアパートナーズ（株） 福岡県福岡市中央区天神４－２－３６ 092-739-6080 役務等の提供 イベント･企画

000216 福泉（株） 愛媛県松山市雂郡１－１－３２ 089-921-3132 役務等の提供 情報処理

000217 （株）朝日工業社 九州支店 福岡県福岡市中央区警固２－１７－６ 092-761-5826 役務等の提供 保守管理

000218 （株）アウルズ 福岡県北九州市小倉北区米町１－３－１０　一宮ビル７階 093-522-1699 役務等の提供 その他

000219 （株）北部九州舗道 福岡県宮若市宮田１１６－１１ 0949-33-4015 役務等の提供 清掃

000220 （株）創建サービス 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１８－２５ 092-482-5650 役務等の提供 清掃

000221 釜瀬印刷 福岡県宗像市河東８９５－２ 094-32-3095 物品の製造 印刷

000222 （株）乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４ 03-5962-1171 役務等の提供 イベント･企画

000223 前田道路（株） 福岡東合材工場 福岡県福岡市東区松島６－１０－１ 092-623-8780 物品の販売 工事用材料

000224 エディオン　たかはし電器 福岡県宗像市稲元２－４－２０ 0940-32-0650 物品の販売 電気・通信機器

000225 三菱電機クレジット（株） 九州支店 福岡県福岡市中央区天神２－１２－１ 092-721-2325 役務等の提供 リース・レンタル

000226 （株）セレスポ 福岡支店 福岡県福岡市東区松崎２丁目２４－１２ 092-663-5550 役務等の提供 イベント･企画

000227 （有）エクセレント・ライフ 福岡県宗像市稲元２－４－３ 0940-35-3127 役務等の提供 その他

000228 ラサ商事（株） 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１１－５ 03-3668-8231 物品の販売 産業用機械

000229 （株）北九州経済研究所 福岡県北九州市小倉北区香春口２－８－８ 093-932-6577 役務等の提供 検査・分析・調査

000230 日本無線（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区店屋町１－３１ 092-262-2130 物品の販売 電気・通信機器

000231 （株）ユニ 福岡県福岡市東区高美台２－１５－５ 092-607-0300 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000232 （株）西日本測研社 福岡県北九州市小倉北区室町２－１１－１９ 093-581-9621 役務等の提供 検査・分析・調査

000233 （有）パートナーズコミュニケーション 福岡支店 福岡県福岡市東区蒲田１－３－２０ 092-663-6120 役務等の提供 検査・分析・調査

000234 日本オーチス・エレベータ（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－２－１３ 092-481-0931 役務等の提供 保守管理

000235 林六（株） 東京支店 東京都千代田区神田美倉町１０　共同ビル５階 03-3256-4931 物品の販売 薬品

000236 情報機器エンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区中呉服町５－１４ 092-283-8500 役務等の提供 検査・分析・調査
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000237 旭陽電気（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３－１５－２７ 092-472-0261 役務等の提供 保守管理

000238 （株）富士通マーケティング・オフィスサービス 九州営業所 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 092-472-4842 物品の販売 事務機器

000239 （株）日産フィナンシャルサービス 営業本部九州営業部 福岡県福岡市博多区博多駅前３－５－７ 092-474-5525 役務等の提供 リース・レンタル

000241 （株）東生 福岡県飯塚市勢田３７５ 09496-2-0588 物品の販売 産業用機械

000243 （株）サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町３－６－１３ 06-6766-3333 役務等の提供 イベント･企画

000244 オーリック（株）
ダスキンレントオール小倉ステーショ
ン

福岡県北九州市小倉北区中島１－１８－２４ 093-521-1151 役務等の提供 イベント･企画

000245 玄海ヤンマー（株） 鐘崎営業所 福岡県宗像市鐘崎２３０－５ 0940-62-3030 物品の販売 車両類

000246 筑紫フードサービス（株） 福岡県福岡市早良区東入部６‐２５‐２８ 092-803-1102 物品の販売 食料品

000247 キヤノン電子テクノロジー（株） 九州事業部 福岡県福岡市博多区綱場町７－３ 092-289-5901 役務等の提供 情報処理

000248 明光産業（株） 福岡県北九州市八幡東区中尾１－１３－７ 093-651-1610 物品の販売 薬品

000249 テクノコーポレーシヨン（株） 熊本県熊本市南区八幡５‐１７‐４３ 096-358-5100 役務等の提供 情報処理

000250 （株）リードコム 福岡支店 福岡県福岡市博多区祇園町１－２８シグマ博多ビル４Ｆ 092-400-2251 役務等の提供 情報処理

000251 アクティオ（株） 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１５－１９　ＫＳ・Ｔ駅東ビル５階 092-411-8941 役務等の提供 警備・受付・案内

000252 （有）松本造園 福岡県宗像市東郷１６８ 0940-36-3565 役務等の提供 清掃

000253 （株）クリタス 東京都豊島区南池袋１－１１－２２ 03-3590-0301 物品の販売 水道用品

000255 （株）環境分析技術センター 福岡県筑紫野市上古賀三丁目２番１６号 092-929-4122 役務等の提供 検査・分析・調査

000256 （株）ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ 東京都港区芝浦１－１－１ 03-6324-4350 役務等の提供 その他

000257 （有）ウイルビ 福岡県田川市寿町７‐５９ 0947-42-4111 役務等の提供 廃棄物処理

000258 クマリフト（株） 大阪府大阪市西区京町堀１ー８ー１８ 06-6445-6700 役務等の提供 保守管理

000259 柴田産業（株） 福岡県久留米市梅満町１２４６－１ 0942-32-3857 物品の購入 資源回収

000260 宗像作業着センター 福岡県宗像市村山田－１０２８－５ 0940-36-5619 物品の販売 繊維製品

000262 福間ブラザー 福岡県福津市中央６－１１－３２ 0940-43-1923 物品の販売 その他の物品

000263 全国警備保障（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－１１ 092-473-6141 役務等の提供 警備・受付・案内

000266 フルノ九州販売（株） 福岡営業所 福岡県福岡市中央区港３丁目１番４４号 092-711-1777 物品の販売 電気・通信機器

000267 （株）サイコム 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１７－３４ 092-433-6001 物品の販売 事務機器

000268 住友三井オートサービス（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前３－３０－２３ 092-473-5783 役務等の提供 リース・レンタル

000269 （株）山文 福岡支店 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ 092-473-0889 物品の販売 警察・消防用品

000270 （一社）宗像薬剤師会 福岡県宗像市田熊５－５－１ 0940-36-7770 物品の販売 薬品

000271 （株）清水合金製作所 九州営業所 福岡県福岡市博多区東光２－２０－１６ 092-409-0996 物品の販売 鉄鋼・非鉄鋼製品

000272 （株）大島産業 福岡県宗像市冨地原１７９１－１ 0940-33-1558 役務等の提供 清掃

000273 勝成産業（株） 福岡県宗像市稲元１１６１－５ 0940-32-6787 役務等の提供 清掃

000275 宗像グリーン（株） 福岡県宗像市稲元４丁目１１－２３ 0940-33-2271 役務等の提供 リース・レンタル
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000276 富士マイクロ（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区諸岡２－１２－３８ 092-572-3778 役務等の提供 情報処理

000277 久野印刷（株） 福岡県福岡市博多区奈良屋町３－１ 092-262-5726 物品の製造 印刷

000278 （株）西日本新聞印刷 福岡県福岡市博多区吉塚８－２－１５ 092-611-4431 物品の製造 印刷

000279 （株）有明ねっとこむ 福岡県大牟田市不知火町１－３－１０ 0944-55-7331 物品の販売 事務機器

000281 （株）アルボース 九州営業所 福岡県福岡市西区小戸４丁目２８番地４５ 092-891-8841 物品の販売 薬品

000283 ヤマトロジスティクス（株） 福岡美術品センター 福岡県福岡市東区松島３－１４－９ 092-629-3111 役務等の提供 運搬業務

000284 地作電気管理事務所 福岡県宗像市自由ヶ丘１１－７－１５ 090-2854-5387 役務等の提供 保守管理

000285 ＣＭ福岡 福岡県宗像市日の里１丁目ー１－２ 0940-36-6397 役務等の提供 その他

000286 （株）小島工作所 長崎県長崎市東小島町１０－１３ 095-827-2588 物品の販売 室内装飾品

000288 日本国民食（株） 東京都中央区日本橋堀留町２－４－３ 03-6861-4499 役務等の提供 その他

000289 みなとタクシー（株） 福岡県宗像市赤間駅前２丁目３－１４ 0940-35-1111 役務等の提供 運搬業務

000290 音伍繊維工業（株） 福岡県福岡市東区多の津４－６－１８ 092-622-3381 物品の販売 繊維製品

000291 （株）アーキジオ 九州 福岡県大野城市川久保２－１－１ 092-558-9590 役務等の提供 検査・分析・調査

000292 新星交通（有） 福岡県宗像市東郷１－５－２ 0940-36-6555 役務等の提供 運搬業務

000294 三笠特殊工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１６－１４ 092-431-3829 役務等の提供 保守管理

000295 （株）オフィスライズ 福岡県宗像市平井２－６－２７ 0940-37-2155 役務等の提供 情報処理

000297 （株）水上洋行 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭三丁目１－２２ 092-641-2561 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000298 新明和アクアテクサービス（株） 九州センター 福岡県福岡市博多区東比恵２－１１－１５ 092-472-4009 役務等の提供 保守管理

000299 （株）日立システムズ 九州支店 福岡県福岡市中央区大名２－９－２７ 092-738-5705 役務等の提供 情報処理

000300 倉成電器商会 福岡県宗像市日の里６－７－１５ 0940-36-5254 物品の販売 電気・通信機器

000301 （株）ワイズマンコンサルティング 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１‐１２‐５ 092-231-5515 役務等の提供 検査・分析・調査

000303 （有）エイコーウェル 福岡県宗像市日の里１－１１－１０ 0940-36-7655 役務等の提供 その他

000304 広友レンティア（株） 九州支店 福岡県太宰府市内山字平田４９７－５ 092-918-1141 役務等の提供 リース・レンタル

000305 北九州空調（株） 福岡県北九州市小倉北区白萩町２－６ 093-592-0522 役務等の提供 保守管理

000306 久山植木（株） 福岡県糟屋郡久山町久原８８２ 092-976-2629 物品の販売 農林業用用品

000307 ＮＴＴファイナンス（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－２－１ 092-481-3001 役務等の提供 リース・レンタル

000308 （株）福岡金文堂 教育大店 福岡県宗像市赤間文教町１－１　福教大内 0940-35-3051 物品の販売 書籍

000309 （有）小倉商會 福岡県北九州市若松区　西天神町８番６号 093-701-2334 物品の販売 その他の物品

000310 （有）大和電器 福岡県宗像市赤間４丁目１０－５ 0940-32-2117 物品の販売 電気・通信機器

000311 （株）岡本 九州営業所 福岡県福岡市博多区東比恵２－２０－１ 092-411-7351 物品の販売 水道用品

000312 （株）ジェイ･フィット 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 092-436-8526 役務等の提供 情報処理

000313 （株）赤尾 福岡支店 福岡県福岡市博多区那珂３－１１－２０ 092-431-9221 物品の販売 警察・消防用品
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000314 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 092-281-2400 役務等の提供 保守管理

000315 オリックス自動車（株）
リース営業本部九州・沖縄ブロック福
岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５ 092-433-6874 役務等の提供 リース・レンタル

000317 （株）大里印刷センター 福岡県福岡市東区二又瀬新町１２－２９ 092-611-3118 物品の製造 印刷

000318 新川電機（株） 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 092-645-1212 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000319 （株）コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 025-371-4111 物品の販売 荒物雑貨

000320 （株）キシヤ 福岡県福岡市東区松島１ー４１ー２１ 092-622-8000 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000321 九有電子工業（株） 福岡県福岡市早良区田隈２‐２４‐１７ 092-865-1800 物品の販売 電気・通信機器

000322 （株）エー・ワイ・エス 福岡県古賀市薦野１９３７‐９ 092-941-8861 物品の販売 事務機器

000324 （株）環境施設 福岡県北九州市若松区南二島４‐２‐１ 093-791-8561 役務等の提供 廃棄物処理

000325 福岡通管（有） 福岡県福津市西福間１－２－１１ 0940-43-3333 役務等の提供 廃棄物処理

000326 王子テック（株） 福岡県福岡市早良区次郎丸６－５－８ 092-861-0975 物品の販売 厨房機器

000327 （株）大和速記情報センター 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 092-475-1361 役務等の提供 事務処理

000328 エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト（株） 大阪府大阪市北区大深町３－１ 06-6147-5091 役務等の提供 情報処理

000329 佐野教文堂 福岡県福岡市東区名島４‐４６‐２０ 092-681-2352 物品の販売 教育機器

000330 （株）栄城電機 福岡県北九州市八幡西区田町１－２－３１ 093-622-4549 物品の販売 電気・通信機器

000331 （株）西日本環境 兵庫県神戸市長田区長田町７－３－２ 078-643-2809 役務等の提供 その他

000332 （株）エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区新高１－８－１７ 06-6396-7414 役務等の提供 保守管理

000333 （株）日本統計センター 福岡県北九州市小倉北区堺町一丁目２－１６ 093-521-3726 役務等の提供 検査・分析・調査

000334 （株）エスティ環境設計研究所 福岡県福岡市博多区須崎町１２－８ 092-271-3606 役務等の提供 検査・分析・調査

000335 内山体育施設（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１７－１ 092-431-4414 役務等の提供 保守管理

000336 東海鋼管（株） 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南４‐３‐９‐３０４ 092-433-7086 物品の販売 水道用品

000337 九州三建サービス（株） 福岡県福岡市中央区舞鶴２－４－５ 092-751-1112 役務等の提供 保守管理

000338 （株）小出速記事務所 佐賀県佐賀市鍋島４‐５‐２ 0952-30-2621 役務等の提供 事務処理

000339 （株）ケイエス 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸９－８ 093-551-5775 物品の販売 工事用材料

000340 （株）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４－１１ 092-531-4401 役務等の提供 警備・受付・案内

000341 光伸（株） 九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南４丁目２－１０ 092-473-4718 物品の販売 産業用機械

000342 （有）タツプラン福岡 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目５－８－７１０　サンエイビル７Ｆ 092-436-8721 役務等の提供 イベント･企画

000343 管清工業（株） 九州営業所 福岡県福岡市博多区東那珂２－１７－２８ 092-451-3991 役務等の提供 清掃

000344 （株）ダスキンヘルスケア 東京都港区芝一丁目６番１０号 03-5484-3640 役務等の提供 清掃

000345 （株）永大開発コンサルタント 宗像営業所 福岡県宗像市田久４－１６－１ 0940-35-4536 役務等の提供 情報処理

000346 （株）グリーン防災設備 福岡県福岡市博多区相生町３－５－８ 092-591-3350 役務等の提供 保守管理

000347 （株）日立製作所 九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 092-852-1111 物品の販売 産業用機械
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000348 （医）豊資会 福岡県古賀市花見南１－２－１５ 092-944-1212 役務等の提供 医療福祉

000349 特機システム電機（株） 山口県下関市宝町５－１ 083-254-0666 物品の販売 車両類

000350 （株）門電 福岡県福岡市博多区堅粕５－２－８－１Ｆ 092-431-3617 物品の製造 印刷

000351 （株）城山家具 福岡県宗像市三郎丸５－１－２２ 0940-33-5538 物品の販売 事務機器

000354 （株）三光 福岡営業所 福岡県福岡市博多区山王１－１４－４ 092-475-6271 物品の製造 印刷

000355 （株）千葉白蟻工務店 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３－９－５ 093-931-2977 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000357 小田電気商会 福岡県宗像市吉留１７２３－６ 0940-32-2994 物品の販売 電気・通信機器

000358 （株）エザキ 福岡県宗像市赤間駅前２－４－６　８０６号 0940-35-5900 役務等の提供 清掃

000359 阪神動力機械（株） 大阪府大阪市此花区四貫島２－２６－７ 06-6461-6551 役務等の提供 保守管理

000360 （株）大竹フェンス商会 福岡県宗像市日の里２－２０－５ 0940-36-4591 役務等の提供 保守管理

000361 ＪＡ三井リース（株） 九州第三部 福岡県福岡市博多区下川端町２－１ 092-271-8288 役務等の提供 リース・レンタル

000362 （有）ひかり 福岡県田川郡川崎町川崎５２９－３ 0947-72-5085 役務等の提供 医療福祉

000363 ＩＣＴコンストラクション（株） 福岡県福岡市博多区冷泉町冷泉町５－３５　福岡祇園第一生命ビル５階 092-263-7880 役務等の提供 情報処理

000364 （株）リョーテック 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目８－１３ 092-411-6002 役務等の提供 保守管理

000365 レントール太陽（株） 福岡県糟屋郡志免町別府北１－１２－３３ 092-627-3200 役務等の提供 イベント･企画

000366 （株）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１－１－１５－Ａ４０２ 093-952-8899 役務等の提供 情報処理

000368 （株）玉置 田川営業所 福岡県田川市位登８０ー２８ 0947-44-3300 物品の販売 事務機器

000369 アズビル金門（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区千代１－１７－１ 092-633-2811 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000370 中央エレベーター工業（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区東光２ー１０ー３ 092-452-7311 役務等の提供 保守管理

000371 占部産業（株） 福岡県宗像市東郷５－６－３４ 0940-36-2217 役務等の提供 廃棄物処理

000372 （有）九州機械工業 福岡県宗像市徳重２－２－５１ 0940-35-1886 物品の販売 産業用機械

000373 （株）ジョイたまおき 福岡県宗像市くりえいと一丁目４番５号 0940-38-0215 物品の販売 事務機器

000374 （株）日交西部本社 福岡県福岡市博多区冷泉町９－２ 092-281-5955 役務等の提供 イベント･企画

000375 （株）建設技術研究所 九州支社 福岡県福岡市中央区大名２－４－１２ 092-714-2211 役務等の提供 検査・分析・調査

000376 （株）吉田生物研究所 京都府京都市山科区厨子奥苗代元町３１ 075-581-0835 役務等の提供 検査・分析・調査

000377 田英（株） 福岡県福岡市城南区別府２－１４－８ 092-210-6088 物品の販売 薬品

000378 長田広告（株） 愛知県津島市東柳原町５‐５‐１ 0567-26-5251 役務等の提供 その他

000379 （株）イビソク 九州支店 熊本県熊本市南区富合町志々水２０－１ 096-342-5861 役務等の提供 検査・分析・調査

000380 （株）かんこう 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７　ト－カン第５キャステール 092-477-6268 役務等の提供 検査・分析・調査

000382 エクサ通信（株） 福岡県福岡市博多区綱場町９ー１１ 092-292-8780 物品の販売 電気・通信機器

000383 （株）リクルートライフスタイル 東京都千代田区丸の内１－９－２ 03-6835-1000 役務等の提供 イベント･企画

000384 （一財）日本気象協会 九州支社 福岡県福岡市早良区西新一丁目１０番２７号 092-833-8721 役務等の提供 情報処理
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000385 富永物産（株） 九州事業所 福岡県古賀市青柳２８４８ 092-944-3211 物品の販売 車両類

000386 （有）スポーツ館 福岡県古賀市千鳥２－２１－１４ 092-942-6630 物品の販売 運動用品

000387 久留米運送（株） 福岡県久留米市東櫛原町３５３番地 0942-39-2151 役務等の提供 運搬業務

000388 （有）アクティブ企画ふくちや 福岡県直方市新町３丁目２－３７ 0949-24-2337 役務等の提供 清掃

000389 （株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト
九州支店　カスタマーソリューション
事業推進部

福岡県福岡市博多区上川端町１３－８ 092-281-3077 役務等の提供 その他

000390 （株）環境衛生科学研究所 福岡オフィス 福岡県福岡市中央区舞鶴２‐４‐１３ 092-406-3612 役務等の提供 検査・分析・調査

000391 （株）秋田情報センター 秋田県秋田市山王３－８－３４ 018-862-4509 役務等の提供 情報処理

000392 （株）宗像オート整備工場 福岡県宗像市東郷３－６－１０ 0940-36-2956 役務等の提供 車両整備

000393 （株）アイティフォー 東京都千代田区一番町２１番地 03-5275-7841 役務等の提供 情報処理

000394 樋口薬品工業（株） 福岡県福岡市南区的場２－２５－１１ 092-585-0611 物品の販売 薬品

000395 山内造船（株） 長崎県平戸市田助町　１１０ 0950-22-2525 役務等の提供 その他

000396 空研工業（株） 福岡県福岡市中央区大濠公園２－３９ 092-741-5032 役務等の提供 保守管理

000397 日建リース工業（株） 福岡支店 福岡県糟屋郡宇美町宇美字古野ノ口３４２６番地の９ 092-933-1211 物品の販売 事務機器

000398 富田薬品（株） 熊本県熊本市中央区九品寺６丁目２番３５号 096-373-1145 物品の販売 薬品

000399 白木　内装 福岡県宗像市冨地原１５９３ 0940-33-1368 物品の販売 室内装飾品

000400 （株）ビービーディオー・ジェイ・ウェスト 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２ 092-751-2466 役務等の提供 イベント･企画

000402 愛知時計電機（株） 福岡支店 福岡県福岡市南区高宮５－３－１２　ニシコーリビング高宮５階 092-534-2050 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000404 （株）ライフ電気 福岡県宗像市自由ケ丘２－５－７ 0940-38-8222 物品の販売 電気・通信機器

000406 東郷自動車整備（有） 福岡県宗像市東郷２－７－１８ 0940-36-2053 物品の販売 車両類

000407 （株）ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島２－８４－１ 0985-25-8228 役務等の提供 情報処理

000408 （株）オネックス 福岡県福岡市博多区奈良屋町１４－２２ 092-271-5331 役務等の提供 イベント･企画

000409 瀧口観花苑（株） 福岡県宗像市冨地原１５２７－２ 0940-33-2956 役務等の提供 清掃

000410 トヨタエルアンドエフ福岡（株） 福岡県福岡市博多区東比恵４－５－１４ 092-475-4009 物品の販売 産業用機械

000411 （株）アド通信社西部本社 西部本社福岡支社 福岡県福岡市中央区大名１－１４－４５ 092-761-2821 役務等の提供 イベント･企画

000412 日本プロダクト（株） 福岡県福岡市南区大楠１－４－２２ 092-406-8917 役務等の提供 清掃

000413 （有）室内装飾福屋 福岡県宗像市田熊２－１－１３ 0940-36-0298 物品の販売 室内装飾品

000414 ノダック（株） 九州事業所 熊本県熊本市東区東野４－１－３ 096-331-2855 役務等の提供 清掃

000416 （株）梓書院 福岡県福岡市博多区千代３－２－１ 092-643-7075 物品の製造 印刷

000417 福岡県教育用品（株） 福岡県福岡市中央区那の津２－１－６ 092-761-2641 物品の販売 教育機器

000418 タニコー（株） 福岡営業所 福岡県大野城市御笠川４－１１－１５ 092-504-3321 物品の販売 厨房機器

000419 メタウォーター（株） 九州営業部 福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 092-262-7801 物品の販売 電気・通信機器

000420 シズカ産業（有） 福岡県北九州市小倉南区徳力２―５―７ 093-965-7117 役務等の提供 保守管理
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000421 （株）オーイーシー 福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０　ＮＯＦ博多駅前ビル８階 092-289-1830 役務等の提供 情報処理

000422 アルフレッサ（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区吉塚４－１１－３２ 092-626-9001 物品の販売 薬品

000423 ヤンマーアグリジャパン（株） 福岡北部支店 福岡県宗像市光岡５５１－１ 0940-36-2428 物品の販売 農林業用機器

000424 三菱電機ビルテクノサービス（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 092-272-5300 役務等の提供 保守管理

000425 （株）日本電子 福岡県福岡市南区折立町５－５９ 092-582-0511 物品の販売 電気・通信機器

000426 ＧＭセンスラボ（同） 福岡県宗像市日の里９－２７－１ 0940-36-1466 物品の販売 事務機器

000427 （株）長大 福岡支社 福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１ 092-737-8361 役務等の提供 検査・分析・調査

000428 （株）パシフィックシステム 宮崎県日向市永江町１－１０５ 0982-53-2138 役務等の提供 情報処理

000429 麻生レコードマネジメント（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２５－２４－４Ｆ 092-436-2236 役務等の提供 情報処理

000430 （株）ディーピーブレインズ 福岡県古賀市花見東４－１１－１６ 092-409-1123 役務等の提供 イベント･企画

000431 塚本商事機械（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１－１ 092-411-5086 物品の販売 工事用材料

000432 （株）エムアド 福岡県宗像市田熊６－１６－２０ 0940-36-6455 物品の製造 印刷

000433 日本ソフト開発（株） 滋賀県米原市米原西２３ 0749-52-3811 役務等の提供 情報処理

000434 （株）九州ひかりのくに 福岡県福岡市博多区山王２－５－６ 092-441-6091 物品の販売 教育機器

000437 光工房タケイ 福岡県飯塚市鯰田２５２５ー２３０ 0948-23-7617 役務等の提供 その他

000438 麻生メディカルサービス（株） 福岡県飯塚市芳雂町７－１８ 0948-25-1020 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000439 （株）九州文化財研究所 熊本県熊本市中央区神水１丁目３２－１９ 096-381-2267 役務等の提供 検査・分析・調査

000440 藤田電気管理事務所 福岡県宗像市上八９５８－１ 0940-62-0963 役務等の提供 保守管理

000441 高千穂商事（株） 東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５ 03-6450-1011 物品の製造 印刷

000442 大石染工場 福岡県福岡市東区香住ケ丘３－８－１２ 092-671-0303 物品の販売 その他の物品

000443 Ｍ＆Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（株） 福岡県宗像市日の里５－４－１ 0940-72-4513 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000444 （株）測技 福岡県宗像市田熊３丁目１番４７号 0940-34-8280 役務等の提供 検査・分析・調査

000445 （株）ＫＳＫ 福岡県宮若市宮田２７６－１４６ 0949-32-3501 役務等の提供 保守管理

000447 （株）シンメイ 福岡県福岡市博多区博多駅南１－７－１６ 092-432-6226 役務等の提供 警備・受付・案内

000448 （株）中西製作所 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南５－９－２４ 092-431-1731 物品の販売 厨房機器

000449 桜木理化学機械（株） 福岡県福岡市博多区千代４－４－２３ 092-651-9561 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000450 （有）イーグル宗像 福岡県宗像市大井台２０－１ 0940-37-1090 物品の販売 薬品

000451 ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 福岡支店 福岡県福岡市南区横手１－１２－４８ 092-588-9801 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000452 （有）北九州衛生検査研究所 福岡県北九州市小倉北区熊本２丁目７番３２号 093-531-5667 役務等の提供 医療福祉

000454 （株）ビット 九州営業所 福岡県福岡市博多区東比恵２－１９－１８ 092-433-3815 役務等の提供 保守管理

000455 西部電気工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東３－７－１ 092-418-3174 物品の販売 事務機器

000456 （株）九州共同映画社 福岡県福岡市中央区天神４－１－１８ 092-771-7421 役務等の提供 リース・レンタル
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000457 団電機 福岡県福岡市中央区西公園４－４１ 092-791-2601 物品の販売 車両類

000458 九州・山口油脂事業協同組合 福岡県北九州市若松区響町１丁目６２番１９号 093-752-0271 物品の販売 燃料類

000459 （有）白木造園土木 福岡県宗像市冨地原１６２９－１ 0940-32-2760 役務等の提供 清掃

000460 （有）馬場産業 福岡県福岡市西区姪の浜６－１２－４ 092-892-8557 物品の販売 道路標識

000461 （一財）医療情報健康財団 福岡県福岡市博多区店屋町４－１５ 092-272-2391 役務等の提供 医療福祉

000462 ＭＭＣダイヤモンドファイナンス（株） リース営業部 東京都港区芝５－３４－６ 0120-601-152 役務等の提供 リース・レンタル

000463 旭防災設備（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１１－１０　ＩＢ博多２０２ 092-437-2525 役務等の提供 保守管理

000464 （同）アルタイル 福岡県宗像市樟陽台二丁目１４番地６ 0940-51-3079 物品の販売 写真

000465 綜合警備保障（株） 福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１０－８ 092-414-1717 役務等の提供 警備・受付・案内

000466 （株）東洋食品 東京都台東区東上野１－１４－４ 03-3836-1291 役務等の提供 医療福祉

000467 パナソニックシステムネットワークス（株）
システムソリューションズジャパンカ
ンパニー九州社

福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 092-271-7635 物品の販売 電気・通信機器

000468 （株）江口商店 福岡県久留米市梅満町９９４－９－７０４ 0942-34-0046 物品の購入 資源回収

000469 東亜建設技術（株） 福岡県福岡市西区西の丘１－７－１ 092-892-7710 物品の製造 地図・航空写真

000470 扇精光ソリューションズ（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南２－３－１ 092-452-2530 役務等の提供 情報処理

000472 ランドブレイン（株） 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神４－８－２５ 092-714-4768 役務等の提供 検査・分析・調査

000473 愛知ポンプ工業（株） 福岡県福岡市中央区長浜２－３－４０ 092-781-4928 物品の販売 車両類

000474 （株）読売広告西部 福岡県福岡市中央区赤坂１－１６－５ 092-741-9800 役務等の提供 イベント･企画

000475 （株）山田商会 福岡県北九州市小倉北区萩崎町１２－２３ 093-922-2288 物品の販売 電気・通信機器

000476 （有）医療事務研究会 福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１ 093-511-1430 役務等の提供 その他

000477 富士電機ＩＴソリューション（株） 九州事業本部 福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 092-263-1810 物品の販売 事務機器

000478 （株）吉谷機械製作所 鳥取県鳥取市古海３５６－１ 0857-23-2211 物品の販売 車両類

000479 （一社）日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町１―１０　保健会館新館 03-3269-4727 物品の販売 教育機器

000480 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 東京都大田区山王１－３－５ 03-3773-2021 役務等の提供 その他

000481 コニカミノルタプラネタリウム（株） 東京都豊島区東池袋３－１－３ 03-5985-1711 物品の販売 その他の物品

000482 クワノフォーム印刷（株） 福岡県宗像市田島７５３番地 0940-62-3421 物品の製造 印刷

000483 宗像緑地建設（株） 福岡県宗像市日の里２―１１―１ 0940-72-4110 役務等の提供 清掃

000484 東京ビル整美（株） 福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－２５ 092-473-7859 役務等の提供 清掃

000485 （有）ライフ燃料 宗像店 福岡県宗像市福岡県宗像市大字村山田１００３－１ 0940-36-3166 物品の販売 燃料類

000486 千年書房（株） 福岡県福岡市博多区東那珂３－６－６２ 092-483-1209 物品の製造 印刷

000487 ニック（株） 福岡営業所 福岡県福岡市東区三苫５－４－３０ 092-606-1303 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000488 印刷工房　ながしま 福岡県宗像市神湊１０８１－２ 0940-62-4807 物品の製造 印刷

000489 （株）環衛サービス 福岡県福岡市博多区博多駅東１－２－２３ 092-475-8818 役務等の提供 保守管理
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000490 （株）ＴＯＭＯＥ 九州支社 福岡県福岡市中央区舞鶴１－３－１４　小榎ビル２Ｆ 092-711-1248 役務等の提供 イベント･企画

000491 （株）調べ考房 福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通２－３－１９（６０６） 092-791-2785 役務等の提供 その他

000492 （株）西日本新聞社 福岡県福岡市中央区天神１－４－１ 092-711-5524 役務等の提供 検査・分析・調査

000494 （有）東興工業 福岡県宗像市大井６０１－１２ 0940-37-0656 役務等の提供 清掃

000496 （有）一 福岡県宗像市日の里５‐４‐２５ 0940-36-5785 役務等の提供 保守管理

000497 （株）九州日立システムズ 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１２－２２ 092-477-7226 物品の販売 電気・通信機器

000498 （株）ヒノ工業 福岡県福岡市早良区内野４－４８－５ 092-804-7701 役務等の提供 清掃

000500 福岡県広域森林組合 福岡北支店宗像支所 福岡県宗像市東郷１丁目１－１ 0940-37-5035 役務等の提供 その他

000501 （株）なかにし 福岡県福岡市中央区大手門３－７－１０ 092-715-0587 物品の販売 繊維製品

000503 （株）地域経済研究所 大阪府大阪市中央区石町１－１－１天満橋千代田ビル２号館５階 06-6314-6300 役務等の提供 検査・分析・調査

000504 （株）カブード 福岡県福岡市早良区内野４－１４－８ 092-804-8801 役務等の提供 清掃

000505 （株）アイワ 福岡営業所 福岡県福岡市南区柳瀬２－３－２ 092-586-9255 物品の販売 薬品

000506 （株）ヒロカネ 福岡県福岡市博多区奈良屋町３－１ 092-273-1650 物品の販売 記念品・時計

000507 神戸綜合速記（株） 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－３－８ 078-321-2522 役務等の提供 事務処理

000508 （株）消防防災 福岡支店 福岡県福岡市博多区浦田２－１－８ 092-504-2111 物品の販売 警察・消防用品

000509 ダイヤモンド秀巧社印刷（株） 福岡県福岡市東区松田３－９－３２ 092-621-8711 物品の製造 印刷

000510 （株）太平エンジニアリング 九州支店 福岡県福岡市博多区東那珂１－１３－５３ 092-481-8877 役務等の提供 保守管理

000511 （株）車輛サービス宗像 福岡県宗像市徳重２－６－１４ 0940-33-6418 物品の販売 車両類

000512 吉田電気管理事務所 福岡県宗像市日の里５－３－８７－３９－３０４ 0940-36-8875 役務等の提供 保守管理

000513 千代田興産（株） 福岡県福岡市中央区白金２－５－１６ 092-533-2981 物品の販売 電気・通信機器

000514 西部ガスエネルギー（株） 福岡北支店 福岡県福津市本木１１００－１ 0940-42-2106 物品の販売 燃料類

000515 日清医療食品（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区祇園町２番１号　ＮＢＦ博多祇園ビル８Ｆ 092-282-0555 役務等の提供 医療福祉

000516 ヨシタケＴＳ（株） 福岡県福岡市南区的場１－２２－１６ 092-582-2451 物品の販売 その他の物品

000517 神山写真館 福岡県宗像市赤間５丁目１－２２ 0940-32-3120 物品の販売 写真

000518 （株）ＫＲＣ 福岡県福岡市博多区東比恵２‐７‐１８ 092-474-7968 役務等の提供 その他

000519 （株）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番２３号 03-3221-5558 役務等の提供 イベント･企画

000521 （株）サンクス 福岡県宗像市東郷三丁目６番８号 0940-37-2150 物品の販売 事務機器

000522 カギのレスキュー 福岡県宗像市自由ケ丘西町２－７ 0940-39-3000 物品の販売 荒物雑貨

000524 甲斐田電気管理事務所 福岡県宗像市自由ケ丘３－１１－２ 0940-32-1969 役務等の提供 保守管理

000526 （株）ファミリー 福井県越前市家久町５４―１―１ 0778-24-1466 物品の販売 車両類

000528 あい企画（有） 福岡県宗像市泉ケ丘１－５－２３ 0940-33-2671 役務等の提供 医療福祉

000529 （社福）柏芳会記念福祉事業会 福岡県宗像市神湊字堀田１１８番地２ 0940-62-4312 役務等の提供 医療福祉

15 / 39 ページ



平成28･29年度宗像市一般（指名）競争入札参加資格者名簿（物品・役務）

有効期間：平成２８年７月１日～平成３０年８月３１日 平成28年7月1日現在

受付番号 商号又は名称 営業所名 所在地 電話番号 資格区分 为たる品目（大分類）

000530 日本電気（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 092-261-2803 物品の販売 事務機器

000531 （株）トーヨー電通 福岡県福岡市南区塩原１－１８－１ 092-554-5400 役務等の提供 保守管理

000532 （有）疋田黒板製作所 福岡県北九州市八幡西区南鷹見町１１－１５ 093-691-0353 物品の販売 教育機器

000533 （株）九州防災センター 福岡県春日市一の谷１－１３８ 092-591-1576 物品の販売 警察・消防用品

000534 西日本環境設計（株） 福岡県宗像市東郷５－６－４４３ 0940-37-0436 役務等の提供 その他

000535 帝人在宅医療（株） 東京都千代田区霞が関３－２－１霞が関コモンゲート西館 03-3506-4405 役務等の提供 リース・レンタル

000537 ＳＡ－ＫＵコンサルティング 福岡県北九州市小倉北区京町２丁目２－１９－３Ｆ 093-967-7353 役務等の提供 イベント･企画

000538 （一社）日本健康倶楽部 福岡支部 福岡県福岡市東区松島３－２９－１８ 092-623-1740 役務等の提供 医療福祉

000539 ヨシミ電器 福岡県宗像市自由ケ丘１１－１３－８ 0940-33-5919 物品の販売 電気・通信機器

000540 ユニック九州販売（株） 福岡県福岡市博多区板付２－１－３１ 092-441-0861 役務等の提供 保守管理

000541 （株）梅田建設 福岡県宗像市冨地原２０５４番地４ 0940-33-1282 役務等の提供 清掃

000542 （株）フチガミ 福岡県久留米市津福本町２３００－１０ 0942-38-5283 役務等の提供 廃棄物処理

000543 （資）宗像サイクル 福岡県宗像市田熊２－３－３６ 0940-37-2285 物品の販売 車両類

000544 ＫＤＤＩ（株） ソリューション九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－５　紙与博多ビル 092-577-3470 物品の販売 電気・通信機器

000545 （株）アラキ 福岡県久留米市荒木町荒木１９６４－１５ 0942-27-2659 物品の販売 薬品

000546 （株）吉野白蟻研究所 福岡県福岡市東区箱崎６－１３－１２ 092-641-6611 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000547 （有）高嶋造園 福岡県宗像市野坂２５８２ 0940-36-6250 役務等の提供 清掃

000548 大成印刷（株） 福岡県福岡市博多区東那珂３－６－６２ 092-472-2621 物品の製造 印刷

000549 昭和（株） 九州支社 福岡県福岡市中央区大手門３－４－２２ 092739-1480 役務等の提供 検査・分析・調査

000550 太平ビルサービス（株） 北九州支店 福岡県北九州市小倉北区堺町１－６－１５ 093-511-5355 役務等の提供 清掃

000551 谷口商会（株） 岡山県岡山市南区藤田３３８－３１ 086-296-5906 物品の販売 警察・消防用品

000552 （株）オークラ 福岡県太宰府市通古賀１‐１２‐８ 092-921-8737 役務等の提供 イベント･企画

000554 パナソニックＥＳエンジニアリング（株） 九州支店 福岡県福岡市中央区薬院３－１－２４ 092-523-9623 物品の販売 電気・通信機器

000555 大谷化学工業（株） 福岡県糟屋郡粕屋町仲原２５６７ 092-621-7855 役務等の提供 廃棄物処理

000556 （特活）福岡ジェンダー研究所 福岡県福岡市博多区博多駅東３－９－３博多ニッコーハイツ４０３号 092-401-5811 役務等の提供 検査・分析・調査

000557 ヴェオリア・ジャパン（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 03-5441-7010 役務等の提供 清掃

000558 （株）イーエムトラスト 長崎県長崎市出島町４－４－４Ｆ 095-832-8880 役務等の提供 検査・分析・調査

000560 （株）設備保守センター 福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１ 092-521-1139 役務等の提供 保守管理

000561 （株）日立国際八木ソリューションズ 九州支店 福岡県福岡市博多区東光２－６－１ 092-412-5931 物品の販売 電気・通信機器

000562 （有）タックメディカル 福岡県福岡市南区西長住２丁目－１９－２１ 092-403-1199 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000563 ホシザキ北九（株） 福岡東営業所 福岡県福岡市東区下原１－２８－１５ 092-682-5751 物品の販売 厨房機器

000564 （株）ジャリア 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３ 092-461-7788 役務等の提供 イベント･企画
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000565 フレックスオート（株） ハイエース福岡店 福岡県大野城市御笠川３－１－３ 092-580-8500 物品の販売 車両類

000566 （株）日立建機教習センタ 東京都台東区東上野６－９－３ 03-5826-5271 役務等の提供 その他

000567 喜楽鉱業（株） 滋賀県湖南市石部口２－７－３３ 0748-77-4689 役務等の提供 検査・分析・調査

000568 富士通ネットワークソリューションズ（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 092-707-5630 物品の販売 電気・通信機器

000569 （株）筑豊観光 福岡県宮若市宮永７－１ 0949-52-2308 役務等の提供 運搬業務

000570 （株）日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市緑台１－１９－１１ 0480-43-3601 役務等の提供 その他

000571 （株）ハウツ 福岡県大野城市大池２丁目２５番３号 092-504-3525 役務等の提供 保守管理

000572 宗像整備協業組合 福岡県宗像市村山田１３６６－２ 0940-36-1565 役務等の提供 車両整備

000573 （株）内外美装 福岡県北九州市小倉北区青葉２丁目１－１５ 093-571-4563 役務等の提供 清掃

000574 （株）エスアールエル 東京都新宿区西新宿２－１－１ 03-6279-0939 役務等の提供 検査・分析・調査

000575 （株）東急エージェンシー 西日本支社　九州オフィス 福岡県福岡市中央区西中洲１２－３３ 092-781-0181 役務等の提供 イベント･企画

000576 山王（株） 福岡営業所 福岡県福岡市南区長住１－２－３５ 092-562-7055 物品の販売 工事用材料

000577 （株）日本カードネットワーク 東京都港区赤坂４－２－６ 03-6441-3406 役務等の提供 情報処理

000578 （株）有明測量開発社 福岡営業所 福岡県福岡市中央区鳥飼３－８－１０－５０１ 092-718-7627 役務等の提供 検査・分析・調査

000579 今別府産業（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区井相田３－２５－１ 092-582-1261 物品の販売 工事用材料

000580 （株）日立プラントメカニクス 九州営業所 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１ 092-262-7610 物品の販売 その他の物品

000582 協和管工（株） 福岡県宗像市宮田１ー８－８ 0940-33-6633 役務等の提供 清掃

000583 中京電機（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南５‐１８‐２０ 092-473-8621 役務等の提供 保守管理

000584 （株）パシフィックネット 福岡支店 福岡県福岡市東区原田３－６－１０ 092-626-3355 物品の購入 資源回収

000585 学校法人中村学園 中村学園事業部 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－７ 092-441-2731 役務等の提供 医療福祉

000586 （株）映像システム 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南１－２－１５　事務機ビル 092-476-3177 物品の販売 電気・通信機器

000587 みどりスポーツ 福岡県直方市感田１８５５ 0949-28-8867 物品の販売 運動用品

000588 （株）水機テクノス 福岡営業所 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７ 092-624-7500 役務等の提供 保守管理

000589 福岡図書教材（株） 福岡県福岡市中央区桜坂３－８－４０ワコーパークビル 092-752-1851 物品の販売 教育機器

000590 電協産業（株） 福岡県北九州市戸畑区中原東４－２－１ 093-871-8061 物品の販売 薬品

000591 グローリー（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－２３－１３ 092-451-0351 物品の販売 特殊物品

000593 リコージャパン（株） 東京都大田区中馬込１－３－６ 03-6278-6600 物品の販売 事務機器

000594 小川ポンプ工業（株） 福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前３－７－３５　博多ハイテックビル４０７ 092-433-7007 物品の販売 車両類

000596 ミドリ安全（株） 福岡東支店 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１２－１７ 092-474-1128 物品の販売 繊維製品

000597 （有）新生社 福岡県福岡市西区今宿東３－５－３９ 092-806-7456 物品の販売 繊維製品

000598 （株）九酸 北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区東港２－３－１ 093-571-0831 物品の販売 薬品

000600 （株）筑紫ビル管理 福岡県筑紫野市針摺西１－６－６　Ｒ・Ｓビル２階 092-924-5636 役務等の提供 清掃
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000601 （株）スイケン 福岡県糟屋郡粕屋町原町四丁目十三番五号 092-938-6642 役務等の提供 保守管理

000602 九州クリーン（株） 福岡県福岡市中央区天神４－８－３ 092-712-0005 役務等の提供 清掃

000604 （有）福岡心理テストセンター 福岡県福岡市南区老司１－３４－１ 092-565-0308 物品の販売 教育機器

000605 佐和屋産業（株） 福岡県筑紫野市山家４０５５－１ 092-927-1002 役務等の提供 清掃

000606 （株）阪神マテリアル 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３－２－１８ 06-6681-1900 物品の購入 資源回収

000607 （株）シモセン 福岡支店 福岡県福岡市中央区港３－１－５４ 092-771-9371 物品の販売 車両類

000608 消防設備保守管理（株） 福岡県北九州市門司区中町２番４号 093-391-4151 役務等の提供 保守管理

000609 （株）ナカノテツ 福岡県北九州市小倉北区京町１－３－１０ 093-531-6636 物品の販売 繊維製品

000610 （株）庭建 福岡営業所 福岡県大野城市乙金東４丁目１３－１０ 092-586-7977 役務等の提供 清掃

000611 （株）九州機械センタ― 福岡県糟屋郡須惠町大字植木字草切原７６５ 092-936-4456 物品の販売 産業用機械

000612 九州通信ネットワーク（株） 福岡県福岡市中央区天神１－１２－２０ 092-981-7858 役務等の提供 情報処理

000613 （有）ケイ・ネットワーク 福岡県福岡市南区清水１－１６－８ 092-551-8200 役務等の提供 イベント･企画

000614 うどう書店 福岡県宗像市自由ケ丘３－１２－６ 0940-33-5881 物品の販売 書籍

000615 （株）西村成美産業 福岡県糟屋郡粕屋町江辻３８６ 092-938-1671 役務等の提供 清掃

000617 （有）タイヤチップセンター 福岡県大野城市御笠川１丁目１６－１３ 092-503-0002 役務等の提供 廃棄物処理

000618 （有）アトム商事 福岡県福岡市東区和白４ー２３ー２３ 092-606-1637 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000619 九州沖通信機（株） 福岡県福岡市南区井尻４－２８－１８ 092-584-5111 物品の販売 電気・通信機器

000620 蛇の目ミシン工業（株） 福岡支店 福岡県福岡市早良区荒江３－１５－１２ 092-833-5277 物品の販売 教育機器

000621 （株）西広 福岡県福岡市中央区天神１－４－１ 092-711-3111 役務等の提供 イベント･企画

000622 （有）ケンユ産業 福岡県北九州市門司区丸山２－９－１０ 093-331-0372 役務等の提供 廃棄物処理

000623 （株）ヤマイチテクノ 九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２ 092-474-7677 役務等の提供 情報処理

000625 九州共和メンテナンス（株） 福岡県糸島市加布里７７－９ 092-321-3040 役務等の提供 保守管理

000626 むなかた書店協同組合 福岡県宗像市自由ケ丘三丁目１２番６号 0940-33-5881 物品の販売 書籍

000627 富士通エフ・オー・エム（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２　東比恵ビジネスセンタービル２階 092-441-9101 役務等の提供 その他

000629 （株）マーク 岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１ 0574-25-2755 物品の販売 看板・展示品

000630 （株）日水コン 九州支所 福岡県福岡市博多区祇園町７－２０ 092-282-1354 役務等の提供 情報処理

000631 （株）マインドシェア 東京都港区三田３－２－８　Ｎｅｔ２三田ビル 03-5232-6877 役務等の提供 検査・分析・調査

000632 宗像機工（株） 福岡県宗像市田野字岡手９６６－２ 0940-62-1028 物品の販売 水道用品

000633 （株）グローバルエンジニアリング 福岡県福岡市東区香椎１－１－１ニシコーリビング香椎２Ｆ 092-692-7547 物品の販売 その他の物品

000634 （株）エンジンドック 福岡県福岡市東区西戸崎２－２２－４８ 092-603-1331 物品の販売 車両類

000635 （株）守谷商会 九州支店 福岡県福岡市博多区祇園町２－１ 092-273-1135 物品の販売 産業用機械

000636 中部環境サービス（株） 福岡営業所 福岡県福岡市博多区下呉服町５－２５ 092-281-1370 役務等の提供 消毒・害虫駆除
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000637 （株）ヒューセック 東京都港区台場２－３－１ 03-5531-7831 役務等の提供 保守管理

000638 （株）メディスカイ　ジャパン 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－２５ 092-477-2266 物品の製造 印刷

000639 大新東（株） 九州支店 福岡県太宰府市国分１－５－４０ 092-919-5537 役務等の提供 その他

000640 有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神１－４－２エルガーラ 092-751-1719 役務等の提供 検査・分析・調査

000641 富士通エフ・アイ・ピー（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１－９ 092-473-6361 役務等の提供 情報処理

000642 （株）周防灘ビルサービス 福岡県行橋市南大橋２－３－８ 0930-22-7988 役務等の提供 清掃

000643 ヒューマンリソシア（株） 東京都新宿区西新宿（次のビルを除く）７－５－２５ 03-6863-9962 役務等の提供 人材派遣

000644 西鉄バス宗像（株） 赤間本社 福岡県宗像市陵厳寺４－７－１ 0940-35-3554 役務等の提供 運搬業務

000645 大和海工（株） 福岡県北九州市戸畑区境川２－８－７ 093-881-3880 役務等の提供 運搬業務

000648 新美和石油（株） 福岡県福岡市中央区港３－７－１０ 092-721-1925 物品の販売 燃料類

000649 グローバル・ライフ・サポート（株） 福岡県福岡市博多区奈良屋町１１－６ 092-263-5665 役務等の提供 その他

000650 宗像浄化総合管理センター（有） 福岡県宗像市東郷５－６－３４ 0940-36-2217 役務等の提供 保守管理

000651 アントス（株） 福岡県飯塚市上三緒１７２‐１ 0948-29-3535 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000652 （株）宗像環境サービス 福岡県宗像市冨地原１７７９番地１ 0940-32-1648 役務等の提供 廃棄物処理

000653 ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂５－１－１１ 092-441-0793 役務等の提供 保守管理

000654 （有）鳳鳴 佐賀営業所 佐賀県三養基郡みやき町簑原３６７６－１ 0942-94-3642 物品の購入 資源回収

000655 （株）福岡アドセンター 福岡県福岡市南区塩原３ー１９ー３４ 092-551-5521 役務等の提供 事務処理

000656 （株）日本リモナイト 福岡支店 福岡県福岡市博多区古門戸町２‐４‐３０２ 092-263-6464 物品の販売 薬品

000657 あんしん　ミシン 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３ 092-431-3408 物品の販売 教育機器

000658 （株）九州ビルサービス福岡 福岡県福岡市中央区大手門２－１－１０ 092-781-4321 役務等の提供 清掃

000659 福岡トヨタ自動車（株） 宗像店 福岡県宗像市稲元２丁目５－１ 0940-33-6755 物品の販売 車両類

000660 （株）フロウ 東京都中央区京橋２ー１２ー１２ 03-3564-5661 役務等の提供 イベント･企画

000661 アイテック（株） 福岡支店 福岡県福岡市西区姪の浜２－３－１１－３０４ 092-894-5516 役務等の提供 保守管理

000662 （株）トオーツウ 福岡県北九州市小倉北区熊谷４－１５－７ 093-561-8811 物品の販売 電気・通信機器

000663 （株）ディエスジャパン 福岡店 福岡県糟屋郡久山町大字猪野８７８－５１ 092-931-6311 物品の販売 事務機器

000664 （株）ケィ・ビー・エス 福岡県北九州市小倉北区砂津１－２－１３ 093-522-0096 役務等の提供 人材派遣

000665 （株）ベスト電器 宗像バイパス店 福岡県宗像市野坂２６５２－１ 0940-37-8830 物品の販売 電気・通信機器

000667 いしまつ寝装店 福岡県宗像市土穴１丁目１－１３ 0940-32-3289 物品の販売 室内装飾品

000668 川原電気事務所 福岡県宗像市日の里４丁目８－１６ 0940-37-0469 役務等の提供 保守管理

000669 九州三菱自動車販売（株） 宗像店 福岡県福津市中央１－２０－１２ 0940-42-2131 物品の販売 車両類

000672 ハタエ石油（株） 福岡県福岡市西区元浜１丁目８－２２ 092-807-8781 物品の販売 燃料類

000673 （株）ジオクラフト 福岡県北九州市小倉北区大手町３番１号 093-592-1282 役務等の提供 情報処理
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000674 （株）井上書店 小倉店 福岡県北九州市小倉北区馬借２－１－２９ 093-533-5005 物品の販売 書籍

000676 （有）環境整備センター 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１４４８番地 093-223-0402 役務等の提供 検査・分析・調査

000678 （株）ツバキ 福岡県福岡市南区平和２－６－３３ 092-533-7711 物品の販売 事務機器

000679 フルヤ工業（有） 福岡県中間市大字上底井野６２－１ 093-244-3156 物品の販売 その他の物品

000680 （株）日本消防機材商会 福岡県福岡市東区名島２丁目２０－１１ 092-681-4657 役務等の提供 保守管理

000681 （株）ムサシ 福岡支店 福岡県福岡市博多区店屋町６－２５ 092-282-6301 物品の販売 特殊物品

000682 ナイカイ商事（株） 福岡出張所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－２－２ 092-473-6251 物品の販売 薬品

000683 日本原料（株） 九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３４ 092-474-5553 物品の販売 工事用材料

000686 サンキュウ（株） 福岡県福岡市博多区諸岡３－３５－１３ 092-574-0039 物品の販売 厨房機器

000687 （有）西日本マリン 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿２０４７番地 093-222-1231 役務等の提供 研修・講習

000688 （株）インタラック西日本 北九州支店 福岡県北九州市小倉北区浅野２－１７－３８ 093-513-7230 役務等の提供 その他

000690 三洋メンテナンス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１８‐７ 092-441-6848 役務等の提供 清掃

000691 （株）日立ソリューションズ西日本 営業本部 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 092-844-0010 役務等の提供 情報処理

000692 （株）九州リースサービス 福岡県福岡市博多区博多駅前４－３－１８ 092-431-2530 役務等の提供 リース・レンタル

000693 （有）さくら造園 福岡県宗像市江口５９８－２ 0940-62-4005 役務等の提供 清掃

000694 （株）バスタサービス 福岡県福岡市南区井尻１－５－１吉田ビル１階 092-558-2416 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000695 ソフトバンク・テクノロジー（株） 東京都新宿区新宿６－２７－３０ 03-6892-3050 役務等の提供 情報処理

000696 グリーンリヴ福岡 福岡県宗像市上八６７７－１ 0940-62-0900 役務等の提供 リース・レンタル

000697 （株）ハッセイ 福岡県北九州市八幡西区市瀬１－２－１ 093-631-6600 役務等の提供 保守管理

000698 （株）ＥＳＴ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 東京都千代田区九段北４－１－２８　九段ファーストプレイス６Ｆ 03-4405-8138 役務等の提供 検査・分析・調査

000699 （株）シー・アール・シー 福岡東支所 福岡県福岡市東区松島３－２９－１８ 092-623-2111 役務等の提供 医療福祉

000700 大成ジオテック（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－１０－１７ 092-473-1217 役務等の提供 情報処理

000701 環境計測（株） 福岡サービスセンター 福岡県福岡市東区青葉２丁目１０－７　ミレニアム青葉１０２号 092-691-3367 役務等の提供 検査・分析・調査

000704 コーシンシステムプロダクツ（株） 福岡県田川市夏吉３３５５－６ 0947-49-1030 物品の販売 薬品

000705 （株）ディー・エス・テック 福岡県福岡市博多区榎田２－１－１８ 092-411-9241 役務等の提供 保守管理

000706 前畑造船（株） 長崎県佐世保市干尽町６－３ 0956-31-5126 物品の販売 車両類

000707 テクノ・トッパン・フォ－ムズ（株） 西日本サービス部 福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－１５ 092-412-0005 物品の販売 事務機器

000708 （株）永興エナジー 福岡県福岡市博多区半道橋２丁目６番１６号 092-441-4841 物品の販売 燃料類

000709 （株）アトル 福岡営業部　宗像支店 福岡県宗像市原町２０９９－１５ 0940-36-3251 物品の販売 薬品

000710 （株）朝日広告社 福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－１３　博多駅南Ｒビル８Ｆ 092-414-2323 役務等の提供 イベント･企画

000711 （株）フカノ楽器店 福岡県福岡市南区井尻４－２－５１ 092-501-4056 役務等の提供 人材派遣

000712 若松電気 福岡県北九州市若松区北九州市若松区鴨生田４丁目、１１－１２ 093-791-5168 物品の販売 車両類
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000713 （株）大塚商会 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４　　大博センタービル８階 092-476-6001 物品の販売 電気・通信機器

000714 正晃（株） 福岡第二営業所 福岡県福岡市東区松島３－３４－３３ 092-611-5335 物品の販売 薬品

000715 カイセイ厨機（株） 福岡県福岡市博多区麦野４－３５－１０ 092-587-4311 物品の販売 厨房機器

000716 （株）全日警 福岡支社 福岡県福岡市博多区美野島１－２－８ 092-472-1851 役務等の提供 警備・受付・案内

000717 キューヘングリーンサービス（株） 福岡県福津市花見が浜２－１－１ 0940-43-5083 役務等の提供 清掃

000718 西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２－１－１ 092-603-0415 物品の販売 水道用品

000719 （一財）九州環境管理協会 福岡県福岡市東区松香台１－１０－１ 092-662-0410 役務等の提供 検査・分析・調査

000720 東機械工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－５ 092-441-8306 役務等の提供 保守管理

000721 （株）ワック 東京都品川区北品川１－１６－８ 03-5495-7801 役務等の提供 イベント･企画

000723 （有）元気 福岡県宗像市広陵台２－６－１９ 0940-51-5948 役務等の提供 医療福祉

000724 （株）トヨタレンタリース福岡 福岡県福岡市博多区東光寺町１－１－１ 092-461-0100 役務等の提供 リース・レンタル

000725 （株）野口鉄工 福岡県北九州市八幡東区枝光１丁目７－３ 093-681-2523 物品の販売 鉄鋼・非鉄鋼製品

000726 福岡日信電子（株） 福岡県福岡市西区姪の浜４－１０－５ 092-891-5865 物品の販売 電気・通信機器

000727 九セラ（株） 福岡県大牟田市手鎌３１８‐２ 0944-53-1330 物品の販売 荒物雑貨

000728 （株）ケーピーエス 北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区堺町２－１－１ 093-521-4461 物品の販売 鉄鋼・非鉄鋼製品

000729 （株）日本医事保険教育協会 熊本県熊本市中央区辛島町３－２０ 096-212-3280 役務等の提供 その他

000730 （株）ビルディングＤｒ． 宗像支社 福岡県宗像市平等寺４７３－１ 0940-32-3003 役務等の提供 清掃

000731 （株）協栄建設 福岡県福岡市東区大字香椎早田４８３－５３ 092-683-3515 役務等の提供 リース・レンタル

000732 （有）吉武造園 福岡県宗像市上八１４１９ 0940-62-1113 役務等の提供 清掃

000734 三和防災工業（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１０－１３ 092-431-1250 役務等の提供 保守管理

000735 九州メンテナンス（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 092-751-1682 役務等の提供 清掃

000736 富士通コワーコ（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 092-451-2433 物品の販売 事務機器

000737 エイケン（株） 福岡県福岡市博多区空港前５－２－１９ 092-622-1711 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000738 小田かしわ店 福岡県宗像市東郷 0940-32-6448 物品の販売 食料品

000739 共立サニタリー（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－３－１０ 092-631-5100 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000740 （株）地域科学研究所 福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－３１ 092-477-2670 役務等の提供 情報処理

000741 アオヤギ（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－３１ 092-761-2431 役務等の提供 その他

000742 （有）タンク検査プラント 福岡県福岡市東区西戸崎５－７－４ 092-205-2898 役務等の提供 検査・分析・調査

000743 富士通ソーシャルライフシステムズ（株） 第二営業部 大阪府大阪市北区堂島１－５－１７ 06-6344-2018 物品の販売 電気・通信機器

000744 國富（株） 福岡営業所 福岡県福岡市東区松島６－１３－２８ 092-621-3922 物品の販売 警察・消防用品

000745 （株）旭商会 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１７ 092-721-8321 役務等の提供 清掃

000746 ハクゾウメディカル（株） 大阪府大阪市中央区本町橋３－６ 06-6942-0451 物品の販売 薬品
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000747 高陽産業（有） 福岡県遠賀郡岡垣町東高陽２－１１－１４ 093-282-7388 物品の販売 荒物雑貨

000748 テスコ（株） 東京都千代田区西神田１－４－５ 03-5244-5311 役務等の提供 保守管理

000749 （株）寿陽建設 福岡県北九州市小倉南区下貫１－１３－１３ 093-473-5500 物品の販売 道路標識

000750 （株）アルサ マットレンタル事業部 福岡県糟屋郡久山町久原２２７３－２５ 092-976-2244 役務等の提供 クリーニング

000751 パナソニック産機システムズ（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南４－６－２３ 092-411-4433 役務等の提供 保守管理

000752 （株）ＳＢＳ情報システム 静岡県静岡市駿河区登呂３－１－１ 054-283-1300 役務等の提供 情報処理

000753 写測エンジニアリング（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区上呉服町１１ー１６ 092-282-7795 物品の製造 地図・航空写真

000754 （株）西部エレベーターサービス 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園２－２－２ 093-941-5860 役務等の提供 保守管理

000755 セコム（株） 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 03-5775-8475 役務等の提供 警備・受付・案内

000756 針木事務所 東京都練馬区中村１－１－１４・４０６ 03-5848-2442 役務等の提供 検査・分析・調査

000757 （株）ビジネスリファイン 福岡県福岡市中央区大手門１－１－１２大手門パインビル３Ｆ 092-734-1030 役務等の提供 人材派遣

000758 三洋ビル管理（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２７ 092-441-3131 役務等の提供 清掃

000759 中嶋化学工業（株） 福岡県北九州市八幡西区本城東２－５－３０ 093-601-6333 役務等の提供 保守管理

000760 （株）ゼプロス 福岡県北九州市八幡西区下上津役４－１９－２０ 093-616-9385 物品の製造 印刷

000761 旭梱包運輸（株） 福岡県北九州市戸畑区三六町１４－２２ 093-871-0765 物品の販売 薬品

000762 （株）システムハウスアールアンドシー 九州支店 福岡県福岡市東区箱崎４－１４－３４ 050-3486-0640 役務等の提供 リース・レンタル

000763 室園電気管理事務所 福岡県宗像市大井台６－１２ 0940-37-1907 役務等の提供 保守管理

000764 ふじや事務用品（株） 福岡県久留米市東櫛原町１０１７番地の２ 0942-34-6151 物品の販売 事務機器

000765 （税）諸井会計 福岡支社 福岡県福岡市博多区中洲５－６－２０　明治安田生命福岡ビル４階 092-282-0280 役務等の提供 その他

000766 （株）サカヒラ 福岡県飯塚市潤野１１３３－６ 0948-22-8749 物品の販売 工事用材料

000768 （株）泉屋商店 福岡県北九州市若松区桜町２２番、１６号 093-761-1727 物品の販売 車両類

000769 （株）創和 東京都江戸川区篠崎町３－３３－８ 03-5637-8888 物品の購入 資源回収

000770 （株）元創 東京都杉並区高円寺南３－２４－３１ 03-6762-7778 物品の購入 資源回収

000771 オリエント産業（株） 福岡県福岡市中央区舞鶴１－４－１９ 092-781-0511 役務等の提供 保守管理

000772 （株）データプラス 佐賀県鳥栖市藤木町１－４８ 0942-87-3111 役務等の提供 人材派遣

000774 柾木工業（株） 大阪府大阪市此花区梅町２－２－２５ 06-6464-2300 役務等の提供 保守管理

000775 （株）ファビルス 福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１－１ 092-461-0631 役務等の提供 清掃

000776 （株）ＮＩＮＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 福岡県福岡市中央区天神１－１５－５ 092-716-1955 役務等の提供 情報処理

000779 （株）赤間造園 福岡県宗像市冨地原２０５５－１ 0940-33-5533 役務等の提供 清掃

000780 はちみつ屋・モリタ 福岡県福岡市早良区野芥６－１０－６ 092-836-8212 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000781 （株）ニチボー環境エンジニアリング 福岡県福岡市博多区板付４－７－２８ 092-502-4013 役務等の提供 保守管理

000782 （株）マルクスインターナショナル 長崎県長崎市五島町５－４８　船用品ビル２階 095-829-7707 役務等の提供 イベント･企画
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000783 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５　西京極駅前ビル６階 075-924-2603 役務等の提供 検査・分析・調査

000784 日東化学工業（株） 福岡県北九州市小倉南区徳吉東４－９－１ 093-451-2711 役務等の提供 検査・分析・調査

000785 （株）サニックス 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１－２３ 092-436-8870 役務等の提供 清掃

000786 隔測計装（株） 福岡県福岡市南区寺塚１－２８－５ 092-551-1217 役務等の提供 保守管理

000787 （株）イー・シー・ピー 京都府京都市伏見区両替町３－３３６ 075-604-6630 物品の販売 産業用機械

000788 （株）ケイシン 福岡県福岡市博多区千代２－２－４３ 092-632-6610 物品の販売 その他の物品

000789 三和産業（株） 福岡県北九州市八幡西区力丸町２２－１４ 093-603-2299 役務等の提供 保守管理

000790 サンケイ化学（株） 鹿児島県鹿児島市南栄２－９ 099-268-7588 物品の販売 薬品

000792 カギと錠の１１０番宗像 福岡県宗像市田熊１－３－３８ 0940-37-3647 物品の販売 荒物雑貨

000793 柏原計器工業（株） 大阪府柏原市本郷５－３－２８ 072-973-0601 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000795 （株）テクノ菱和 九州支店 福岡県福岡市中央区舞鶴２－１－１０ 092-751-3720 役務等の提供 保守管理

000796 イデグチ教材 福岡県糟屋郡志免町別府東２－１０－５ 092-935-5214 物品の販売 教育機器

000798 文化シヤッターサービス（株） 九州サービス支店 福岡県福岡市博多区金の隈２－２０－４８ 092-503-2284 役務等の提供 保守管理

000799 （株）エスプレス大分 大分県大分市下郡字向新地３７２０－１ 097-569-2482 役務等の提供 廃棄物処理

000800 （株）イセトー 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６　２階 092-482-7676 物品の製造 印刷

000801 （株）九州インターメディア研究所 福岡県福岡市中央区天神１－７－１１天神ＭＭビル１１階 092-735-7460 役務等の提供 イベント･企画

000803 カーライフ辻野 福岡県宗像市田野２５０７－２ 0940-34-6205 物品の販売 車両類

000804 （株）タケミコーポレーション 大阪府堺市南区逆瀬川８９５－３ 072-294-9801 物品の販売 薬品

000805 （株）エイム 福岡県福岡市博多区東比恵４－１２－８エイム福岡１Ｆ 092-481-7464 物品の販売 記念品・時計

000808 クボタ環境サービス（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８ 092-472-9783 物品の販売 産業用機械

000809 （株）オオバ 九州支店 福岡県福岡市中央区大手門１－１－１２ 092-714-7521 役務等の提供 検査・分析・調査

000810 （有）丸山防災センター 福岡県直方市下新入２４１４番地 0949-24-2367 役務等の提供 保守管理

000811 福岡トヨペット（株） 福岡県福岡市博多区東光１－６－１３ 092-411-1121 物品の販売 車両類

000812 アビッツ福勝 福岡県北九州市八幡西区本城学研台２－２－１３ 093-693-1661 物品の販売 教育機器

000815 伊藤無線（株） 福岡県福岡市中央区港２－４－４ 092-781-0373 物品の販売 電気・通信機器

000816 ネクスタ（株） 九州営業所 福岡県糟屋郡久山町猪野８８４－１ 092-976-2211 物品の販売 荒物雑貨

000817 極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 0798-66-1010 物品の販売 特殊物品

000819 日本ファイリング（株） 福岡営業所 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 092-262-2341 物品の販売 室内装飾品

000820 デュプロ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南１－５－２８ 092-474-1111 物品の販売 事務機器

000821 日本コンピューター（株） 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町２－４－１ 093-521-8123 役務等の提供 情報処理

000822 （株）和光薬品 福岡県福岡市中央区六本松１－６－５ 092-781-7373 物品の販売 薬品

000823 福岡ダイビングセンター 福岡県古賀市花見東６－１０－１３ 092-944-1668 役務等の提供 保守管理
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000824 （株）ヤマウチ 北九州支店 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３－３－６ 093-642-2000 物品の販売 鉄鋼・非鉄鋼製品

000826 （株）足立工作所 福岡県北九州市八幡東区前田（２丁目－４－１９） 093-661-6226 役務等の提供 保守管理

000827 日興通信（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区御供所町１－１　西鉄祇園ビル 092-283-2122 物品の販売 事務機器

000828 エイトレント（株） 西日本営業部アジア・九州戦略室 福岡県糟屋郡新宮町原上１６１５‐１ 092-687-7788 役務等の提供 リース・レンタル

000829 山下医科器械（株） 福岡支社 福岡県福岡市博多区半道橋２－４－２４ 092-474-2071 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000830 白木メディア（株） 福岡本社 福岡県福岡市博多区吉塚４－３－１８ 092-623-8355 物品の製造 印刷

000831 （株）九州機設 宗像営業所 福岡県宗像市土穴１－３－２８ 0940-33-5985 役務等の提供 保守管理

000832 （株）フジマック 福岡営業部 福岡県福岡市博多区住吉４－１３－７ 092-431-4664 物品の販売 厨房機器

000835 西日本電設資材（株） 福岡県北九州市八幡西区則松５－３－６ 093-603-5115 物品の販売 電気・通信機器

000836 デンショウ（有） 福岡県福岡市東区社領３－１４－７ 092-626-1177 物品の販売 電気・通信機器

000837 箱崎プラント工業（株） 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６‐１０‐２ 092-631-2652 物品の販売 産業用機械

000838 エコー電子工業（株） 本社 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 092-471-0848 物品の販売 電気・通信機器

000839 （株）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３－５－１０ 092-588-7750 役務等の提供 検査・分析・調査

000841 日本船舶薬品（株） 福岡営業所 福岡県福岡市博多区東比恵２‐１１‐３０ 092-483-2080 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000842 （有）サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７－１１ 0494-24-3995 物品の販売 事務機器

000843 （有）柴田黒板製作所 福岡県福岡市東区馬出５－３４－１２ 092-641-1388 物品の販売 教育機器

000844 日之出水道機器（株） 九州営業所 福岡県福岡市博多区博多区堅粕５－８－１８ 092-476-0555 物品の販売 鉄鋼・非鉄鋼製品

000846 （一財）九州電気保安協会 福岡支部福岡東事業所 福岡県糟屋郡新宮町三代９８３番地 092-962-9065 役務等の提供 保守管理

000847 長谷川造園（株） 福岡県宗像市曲（その他）１２３４ 0940-33-8588 役務等の提供 清掃

000848 （株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番 03-3267-6051 役務等の提供 事務処理

000850 （有）みやくぼ義肢製作所 福岡県北九州市若松区北浜２－３－１ 093-771-0562 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000851 フコク電興（株） 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８ 092-452-5311 役務等の提供 保守管理

000852 三菱ＵＦＪニコス（株） 東京都文京区本郷３－３３－５ 03-3811-3111 役務等の提供 その他

000853 （株）宗像造園土木 福岡県宗像市城西ケ丘１－９－１０ 0940-32-2134 役務等の提供 清掃

000855 山本建材店 福岡県宗像市河東１３５３－１ 0940-32-2732 物品の販売 その他の物品

000856 九州海運（株） 福岡県福岡市中央区那の津５－１－９ 092-771-1675 役務等の提供 清掃

000858 みんなでんき 福岡県宗像市自由ケ丘３－１２－６ 0940-32-5681 物品の販売 電気・通信機器

000859 （株）オーニシ 福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－３２ 092-451-1211 物品の販売 事務機器

000860 総合システム管理（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ 092-441-4466 役務等の提供 保守管理

000861 九電産業（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 092-781-3061 役務等の提供 検査・分析・調査

000862 （株）髙岡造園 福岡県宗像市曲１２０７－２ 0940-33-4897 役務等の提供 清掃

000863 （株）九電工 福岡北営業所 福岡県福津市西福間２－１７－１７ 0940-42-1120 役務等の提供 保守管理
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000864 （株）シンテン 福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７　トーカン博多第五キャステール３０
５号

092-477-2551 役務等の提供 保守管理

000865 （株）西日本システムクリエート 宗像営業所 福岡県宗像市野坂１９３３－１ 0940-36-0515 物品の製造 印刷

000866 島津システムソリューションズ（株） 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 092-263-0075 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000867 （有）青木電設 福岡県遠賀郡岡垣町山田峠１－２－８ 093-282-4037 物品の販売 電気・通信機器

000868 （株）ピー・エス・ユー選挙設備センター 九州営業所 福岡県春日市泉４－２ 092-572-4492 物品の販売 特殊物品

000870 コトブキシーティング（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区下川端町１－１ 092-283-0711 物品の販売 室内装飾品

000873 （有）常磐産業 福岡県宗像市樟陽台１－１２－５ 0940-33-7841 役務等の提供 検査・分析・調査

000874 セントラル印刷（株） 福岡県福岡市中央区小笹４－１－１２ 092-522-3181 物品の製造 印刷

000875 ジェイフィルム（株） 東京都千代田区東神田２－５－１５ 03-3862-9330 物品の販売 荒物雑貨

000876 愛建電工（株） インフラシステム事業部 愛媛県松山市南吉田町２７９８－６７ 089-989-7951 役務等の提供 その他

000877 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区御供所町１－１ 092-271-6700 物品の販売 電気・通信機器

000878 （有）丸孝産業 福岡県宗像市神湊１２４１－３８ 0940-62-2025 役務等の提供 廃棄物処理

000879 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 東京都港区芝浦１－２－３ 03-6858-9203 役務等の提供 リース・レンタル

000880 （株）九州標識 福岡県飯塚市伊川２９４ 0948-24-1711 物品の販売 道路標識

000881 共栄ビル管理（株） 福岡県福岡市南区向野２‐１１‐１０ 092-562-7070 役務等の提供 清掃

000882 富士建設工業（株） 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６ 025-255-4161 物品の販売 特殊物品

000883 イオンディライト（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１ 092-271-6831 役務等の提供 保守管理

000884 （株）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 092-461-8202 物品の販売 車両類

000885 （株）綱脇造園 福岡県宗像市池田３２６３－３ 0940-62-1614 役務等の提供 清掃

000886 （有）サンロック 鹿児島県垂水市浜平１８０５－５ 0994-32-1387 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000887 キングテック（株） 福岡県北九州市小倉北区東港２丁目５－１ 093-561-4117 物品の販売 事務機器

000888 日本ドライケミカル（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町２－２１ 092-283-6333 物品の販売 車両類

000889 （株）コーネットワーク 大阪府大阪市西淀川区姫島１－１４－１８ 06-6478-1052 物品の販売 事務機器

000890 （有）陸地測量事務所 福岡県宗像市東郷５‐６‐４０ 0940-37-2568 役務等の提供 検査・分析・調査

000891 西部環境調査（株） 福岡事業所 福岡県福岡市博多区築港本町８－１４ 092-262-3717 役務等の提供 検査・分析・調査

000892 マイタウンサービス（株） 福岡県福岡市南区玉川町９‐１２ 092-408-5641 役務等の提供 その他

000893 （株）リックサポート 福岡県古賀市日吉　２－１６－７ 092-944-6161 役務等の提供 その他

000895 （株）オフィスステーションカジワラ 福岡県筑紫野市紫２－２－１０ 092-922-4270 物品の販売 事務機器

000896 遊景産業（株） 福岡県福岡市南区警弥郷１丁目１５－１０ 092-589-3123 役務等の提供 保守管理

000897 大和リース（株） 福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通４－１－３６ 092-751-5058 役務等の提供 リース・レンタル

000898 東伸エンジニアリング（株） 九州支店 福岡県筑紫野市原田５－６－２９ 092-927-3337 役務等の提供 保守管理

000900 ネットワークガスオーエス（株） 福岡県宗像市田熊５－４－１５ 0940-36-2081 物品の販売 燃料類
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000901 新日本開発工業（株） 九州事務所 福岡県福岡市博多区祇園町８－１２ 092-273-2300 役務等の提供 検査・分析・調査

000903 丸茂電機（株） 福岡営業所 福岡県福岡市中央区大名１－１４－４５ 092-741-4762 物品の販売 その他の物品

000904 月島テクノメンテサービス（株） 九州支店 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ 092-741-5180 役務等の提供 保守管理

000905 芹野ミシン 福岡県福岡市早良区飯倉４－８－９ 092-871-1354 役務等の提供 保守管理

000906 （株）おんが自動車学校 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀８１－５ 093-293-2311 役務等の提供 その他

000907 （株）内田洋行 九州支店 福岡県福岡市中央区大名２－９－２７ 092-735-6240 物品の販売 事務機器

000909 （株）トキワ 九州支店 福岡県京都郡苅田町京町１－５－１ 093-436-5630 物品の販売 水道用品

000910 （株）システムディ 京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町６０３ 075-256-7777 物品の販売 事務機器

000911 山陽マーク（株） 福岡製作所 福岡県福岡市東区和白２丁目５‐３０ 092-606-4131 物品の販売 その他の物品

000912 岸川商事（株） 福岡県北九州市戸畑区銀座１－５－６ 093-871-2037 物品の購入 資源回収

000913 （株）エフエスユニ 北九州営業所 福岡県北九州市小倉南区舞ケ丘５－１－１ 093-963-8123 役務等の提供 保守管理

000914 （有）安部食産 福岡県宗像市日の里１－１４－１ 0940-36-5001 物品の販売 食料品

000915 （株）グローバルアリーナ 福岡県宗像市吉留４６－１ 0940-33-8400 役務等の提供 イベント･企画

000916 大和紙料（株） グリーンセービング福岡 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字猿渡４０４－２ 092-963-4578 物品の購入 資源回収

000917 （有）成管工業 福岡県福岡市東区多の津４－３－１９ 092-622-9166 役務等の提供 清掃

000918 （株）ぜん　ＧＩＦＴ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ 大阪府大阪市北区東天満２－６－７ 06-6881-1165 物品の販売 百貨店

000919 有吉工務店（株） 福岡県宗像市徳重１－１２－１０ 0940-32-0389 物品の販売 工事用材料

000922 （有）玄海環境サービス 福岡県宗像市江口９７８－５２ 0940-62-0653 役務等の提供 廃棄物処理

000923 （株）西日本空調システム 福岡県福岡市博多区東月隈四丁目７－４ 092-504-7121 役務等の提供 保守管理

000924 アジア航測（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南３－３－２５ 092-441-1480 物品の製造 地図・航空写真

000925 北九州ユアサ産業電池（株） 福岡県北九州市門司区中町５‐２ 093-381-2468 物品の販売 電気・通信機器

000926 （株）ワンビシアーカイブズ 九州支店 福岡県北九州市八幡東区東田１－５－７ 093-663-1144 役務等の提供 運搬業務

000927 （株）ピーアール・ネットワーク 福岡県福岡市西区今宿駅前１－１５－１８ 092-806-5568 役務等の提供 イベント･企画

000928 行政システム九州（株） 福岡県福岡市博多区東平尾１－３－３ 092-629-2255 役務等の提供 情報処理

000929 （有）建築史塾Ａｒｃｈｉｓｔ 福岡県糟屋郡粕屋町仲原２－８－３２ 092-938-8565 役務等の提供 検査・分析・調査

000930 帝産業（株） 福岡県北九州市八幡東区白川町９－１２ 093-681-3731 物品の販売 警察・消防用品

000931 扶桑電通（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－７ 092-412-6761 物品の販売 電気・通信機器

000932 シンドラーエレベータ（株） 西日本支社 福岡県福岡市博多区綱場町５－３１ 092-272-2050 役務等の提供 保守管理

000933 麻生鉱山（株） 福岡県飯塚市芳雂町７－１８ 0948-23-5837 物品の販売 特殊物品

000934 ツカサ化工（株） 北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区重住３－１－２０ 093-941-5230 物品の販売 薬品

000935 （株）アスコ大東 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 092-433-2771 役務等の提供 情報処理

000936 （株）ウォーターテック 西日本支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１６－１４ 092-471-8096 物品の販売 水道用品
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000937 （株）近代プラント 福岡県福岡市東区松島４－１３－１５ 092-611-1025 役務等の提供 保守管理

000938 矢切薬品（株） 岡山県岡山市南区妹尾３２７３－３ 086-281-0044 物品の販売 薬品

000939 ＮＤＳデータソリューションズ（株） 福岡県福岡市博多区石城町１－１ 092-273-2210 役務等の提供 情報処理

000940 ヤンマーエネルギーシステム（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－５　紙与博多ビル 092-441-0543 役務等の提供 保守管理

000941 富士ゼロックス福岡（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１ー６ー１６ 092-411-0914 役務等の提供 リース・レンタル

000942 ＲＫＢミューズ（株） 福岡県福岡市早良区百道浜２－３－８ 092-852-6588 役務等の提供 イベント･企画

000943 （株）朝日ビルメンテナンス 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１－１ 092-431-2036 役務等の提供 清掃

000944 （株）九州総合管理 福岡県福岡市城南区七隈７ー２４ー２２ 092-801-2613 役務等の提供 清掃

000946 稲尾産業（株） 福岡県福岡市博多区西月隈５－４－４６ 092-581-1327 役務等の提供 リース・レンタル

000947 ＪＦＥエンジニアリング（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－７－２７ 092-474-1570 役務等の提供 保守管理

000949 （公財）福岡県すこやか健康事業団 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２ 092-722-2511 役務等の提供 検査・分析・調査

000950 共和工業（株） 東京都大田区大森南４－４－１６ 03-3743-1131 物品の販売 その他の物品

000951 （株）図書館流通センター 東京都文京区大塚３－１－１ 03-3943-2221 物品の販売 書籍

000952 （株）クロサキ 福岡支店 福岡県福岡市中央区天神４－２－３１　第２サンビル５Ｆ 092-718-3500 物品の販売 薬品

000953 （株）コムディア 福岡県北九州市小倉北区浅野２－１６－４３ 093-551-0506 役務等の提供 イベント･企画

000954 （一社）宗像薬剤師会　会営　宗像センター薬局 福岡県宗像市田熊５－５－１ 0940-34-8081 物品の販売 薬品

000956 （有）南西産業 福岡県宗像市城西ケ丘１－８－１ 0940-32-1192 物品の販売 道路標識

000957 （株）つじ工芸 福岡県福岡市東区青葉６－１９－１ 092-691-3600 役務等の提供 イベント･企画

000958 宗像環境建設（有） 福岡県宗像市日の里５－１０－１４ 0940-36-1339 役務等の提供 清掃

000959 エース損害保険（株） 福岡支店 福岡県福岡市中央区天神４－２－２０ 092-751-5061 役務等の提供 その他

000960 富士通（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 092-411-6352 物品の販売 事務機器

000962 （有）清川テント工業 福岡県田川市糒１８３６－８ 0947-45-6021 役務等の提供 イベント･企画

000963 （株）アイテック 福岡県北九州市小倉南区大字志井９７０－２ 093-452-1184 役務等の提供 清掃

000964 キヤノンシステムアンドサポート（株） 福岡ＬＡ営業部 福岡県福岡市博多区下川端町２－１ 092-292-6225 物品の販売 事務機器

000965 明電ファシリティサービス（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区住吉５－５－３ 092-432-3650 役務等の提供 保守管理

000966 日本事務器（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５ 050-3000-1730 物品の販売 事務機器

000967 （有）トーヨーショップ玄海 福岡県宗像市池田２６６ 0940-62-3412 役務等の提供 車両整備

000968 大和産業（株） 佐賀県佐賀市高木瀬西１－５－１９ 0952-30-5792 役務等の提供 イベント･企画

000969 九州大淀化工（株） 福岡県福岡市中央区薬院１－６－５ 092-751-5703 役務等の提供 消毒・害虫駆除

000970 やすだ発電 福岡県福津市宮司６丁目４－２１　サンビレッジ津屋崎Ａ－２０２ 0940-52-0447 物品の販売 教育機器

000971 （株）関門海陸 福岡県遠賀郡遠賀町老良２３８－１ 093-291-3707 役務等の提供 清掃

000972 企業組合　ワーカーズグループ二十一 福岡県宗像市日の里２－２０－９ 0940-37-2860 物品の販売 食料品
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000973 （株）静環検査センター 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南６‐２－３０ 092-260-3971 役務等の提供 検査・分析・調査

000974 （株）テクノユース 福岡県福岡市城南区鳥飼５－７－１ 092-851-7839 役務等の提供 清掃

000975 （株）太平環境科学センター 福岡県福岡市博多区金の隈２－２－３１ 092-504-1220 役務等の提供 検査・分析・調査

000976 （株）共栄通信 福岡県北九州市小倉北区清水５‐９‐８ 093-592-2913 物品の販売 電気・通信機器

000977 （株）アイホー 九州支店 福岡県福岡市博多区板付６－５－２ 092-588-2005 物品の販売 厨房機器

000978 （株）旺計社 福岡県北九州市小倉北区西港町９０－７ 093-571-1281 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000979 （一財）西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所 福岡県北九州市八幡東区東田１丁目４－８ 093-671-8100 役務等の提供 医療福祉

000980 （株）アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 熊本県熊本市中央区九品寺１－５－１１ 096-364-5121 役務等の提供 情報処理

000982 石垣メンテナンス（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 092-473-6981 物品の販売 その他の物品

000983 ＪＲ九州エージェンシー（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２番１号日本生命博多駅前ビル３Ｆ 092-481-5890 役務等の提供 イベント･企画

000984 （有）エー・エー・シー 宗像事業所 福岡県宗像市天平台２８－１４ 0940-32-7222 役務等の提供 情報処理

000985 環境開発興業（株） 福岡県北九州市八幡西区本城東三丁目１－２３ 093-602-2500 役務等の提供 検査・分析・調査

000986 （株）コミヤ 福岡県福岡市中央区大手門３丁目７－５大手門コミヤビル２階 092-715-6360 物品の販売 繊維製品

000987 三菱電機インフォメーションシステムズ（株） ＩＴプロダクト営業部 東京都港区芝浦４－１３－２３　ＭＳ芝浦ビル 03-5445-7737 物品の販売 事務機器

000988 （株）ペイジ 福岡県北九州市若松区青葉台西６－２－９ 093-701-6637 物品の製造 印刷

000989 フランスベッド（株） メディカル北九州営業所 福岡県北九州市八幡西区大字野面８５２－１ 093-619-3066 物品の販売 理化学医薬・保健機器

000990 （有）ムツヤ 福岡県宗像市東郷２－４－１５ 0940-37-3288 物品の販売 書籍

000991 東洋教材 福岡県福岡市東区土井１－９－１ 092-691-1374 物品の販売 教育機器

000992 ＮＰＯ法人西日本建設技術ネット 福岡県福岡市東区箱崎５丁目１１番３－８０１号 092-643-2136 役務等の提供 その他

000993 ニシムラ印刷 福岡県宗像市田熊６―３―２５ 0940-36-2311 物品の製造 印刷

000994 （株）コタベ 福岡営業所 福岡県糟屋郡粕屋町内橋７２８－１ 092-938-2272 物品の販売 薬品

000995 （株）片岡商店 福岡県北九州市八幡東区川淵町３－１６ 093-651-0335 物品の販売 鉄鋼・非鉄鋼製品

000996 （株）モロフジ 福岡県筑紫野市武藏３丁目２番１８号 092-924-0003 物品の販売 その他の物品

000997 シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 東京都調布市調布ケ丘３－６－３ 03-5784-1202 役務等の提供 医療福祉

000998 三孝産業（有） 福岡県宗像市須恵３丁目２６－１ 0940-33-3847 役務等の提供 廃棄物処理

000999 福岡安全センター（株） 福岡県福岡市中央区天神３－１１－１ 092-711-7795 役務等の提供 その他

001000 （株）翔薬 福岡県福岡市博多区山王２－３－５ 092-472-2200 物品の販売 薬品

001001 （株）ジェイ　エスキューブ 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２７－２４ 092-471-7975 物品の販売 事務機器

001002 （株）メディブレーン 大阪府大阪市中央区徳井町２－４－１４ 06-6946-1128 役務等の提供 その他

001003 スガハラテクノ（株） 福岡県北九州市八幡西区東浜町９‐１ 093-644-2936 役務等の提供 保守管理

001004 パシフィックコンサルタンツ（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４ 092-409-3011 役務等の提供 検査・分析・調査

001005 （有）博映商事 福岡県福岡市中央区舞鶴１－３－３１－２２０ 092-741-0306 物品の販売 教育機器
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001006 英和（株） 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－１ 092-474-2788 物品の販売 理化学医薬・保健機器

001007 （株）エヌ・ティ・ティ・データ九州 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１７－２１ 092-475-5123 役務等の提供 情報処理

001008 （株）エスケイエンジニアリング 福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０ 092-925-4880 役務等の提供 検査・分析・調査

001009 （株）シグナルＯＳ 広島県広島市西区商工センター２－２－２５ 082-501-4977 物品の販売 警察・消防用品

001010 （株）九州体育施設 大分県日田市大字高瀬１００５－１ 0973-23-7729 物品の販売 教育機器

001012 （株）富士通エフサス 九州支社福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵３ー１ー２ 092-414-4120 役務等の提供 情報処理

001013 （株）福澤工業 福岡県北九州市若松区南二島２－３－１５ 093-791-0329 物品の販売 産業用機械

001014 稲益造船（株） 福岡県北九州市若松区藤ノ木３－２－２ 093-791-1525 物品の販売 車両類

001015 （株）コトブキ 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１８－６ 092-441-0763 物品の販売 看板・展示品

001016 （有）西日本グリーンプラン 福岡県宗像市原町２４４－１ 0940-37-1541 役務等の提供 清掃

001017 宗像もやし 福岡県宗像市東郷１－９－５ 0940-36-4139 物品の販売 食料品

001018 安武科学器械（株） 北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区井堀３－８－１８ 093-571-6631 物品の販売 理化学医薬・保健機器

001019 アルファ綜合サービス（株） 福岡県福岡市南区清水１－１６－８ 092-408-8511 役務等の提供 警備・受付・案内

001020 荏原実業（株） 広島営業所 広島県広島市東区東蟹屋町１５－３ 082-263-6450 物品の販売 産業用機械

001021 西日本電信電話（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－２－２８ 092-434-8006 役務等の提供 情報処理

001022 北九州ポンプ（有） 福岡県北九州市小倉北区中井５丁目１３－２４ 093-571-3160 物品の販売 産業用機械

001023 （株）日立プラントサービス 九州支店 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１ 092-262-7671 物品の販売 産業用機械

001024 （株）カノン 福岡県福岡市博多区春町２－６－１８－３０２ 092-593-3531 物品の販売 繊維製品

001025 （株）野中 愛知県豊橋市清須町字高見１５番地３ 0532-39-3180 物品の購入 資源回収

001026 （株）エース・ウォーター 福岡県福岡市博多区上呉服町１－８　北九州銀行呉服町ビル 092-282-5628 物品の販売 理化学医薬・保健機器

001027 （株）アクト・ビズ 福岡県糟屋郡志免町南里３‐１１‐７ 092-935-4718 役務等の提供 その他

001028 セイコータイムシステム（株） 九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４ 092-475-1291 物品の販売 電気・通信機器

001029 太平ビルサービス（株） 福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８ 092-712-2961 役務等の提供 清掃

001030 東京計器（株） 北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区京町２－７－８ 093-531-6881 物品の販売 理化学医薬・保健機器

001031 （公社）宗像市シルバー人材センター 福岡県宗像市赤間四丁目２番１号 0940-33-1151 役務等の提供 保守管理

001032 （株）協働管財 愛知県名古屋市港区惟信町６－６－３ 052-383-3006 役務等の提供 その他

001033 （有）仲村鉄工所 福岡県福津市中央１－１１－１ 0940-42-2137 役務等の提供 保守管理

001034 ＮＰＯ法人ブックスタート 東京都新宿区新小川町５－１９　角田ビル３階 03-5228-2891 物品の販売 書籍

001035 九州日野自動車（株） 古賀支店 福岡県古賀市青柳４６９－６ 092-943-0333 物品の販売 車両類

001036 （有）坂田技建 福岡県筑紫野市大字吉木１６０５－５ 092-923-7375 役務等の提供 検査・分析・調査

001037 マーキュリーアシェンソーレ（株） 福岡支社 福岡県福岡市博多区豊２－６－５ 092-412-3881 役務等の提供 保守管理

001038 瞬報社写真印刷（株） 九州支店 福岡県福岡市中央区那の津２－１０－７ 092-712-2241 物品の製造 印刷
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001039 （株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２－９ 03-3291-2121 役務等の提供 その他

001040 日通商事（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 092-291-9111 役務等の提供 リース・レンタル

001041 （有）誠音堂楽器店 福岡県宗像市自由ケ丘２－６－７ 0940-32-2223 物品の販売 音楽用品

001043 （株）ナガワ 福岡営業所 福岡県福岡市中央区天神４－１－３２　損保ジャパン日本興亜福岡天神ビル６階 092-717-2666 役務等の提供 リース・レンタル

001044 （株）タカダ 九州支店 福岡県大野城市東大利３－１６－３ 092-558-3005 役務等の提供 保守管理

001046 平山産業（株） 福岡県北九州市八幡西区別当町２５－３ 093-642-3330 物品の販売 水道用品

001047 （株）日立ビルシステム 九州支社 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１０ 092-282-0828 役務等の提供 保守管理

001048 （株）両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成２－７－１６ 086-264-0113 役務等の提供 情報処理

001049 （株）アム・トゥーワン 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１７ 092-282-6616 役務等の提供 イベント･企画

001050 （株）光進ガードシステム 宗像営業所 福岡県宗像市日の里８－１－３ 0940-36-5470 役務等の提供 警備・受付・案内

001051 住重環境エンジニアリング（株） 福岡営業所 福岡県福岡市博多区中洲５－６－２０ 092-283-1674 役務等の提供 保守管理

001052 九州電気管理技術者福岡協同組合 福岡県福岡市博多区博多駅東２－４－１６ 092-432-3838 役務等の提供 保守管理

001053 メディアインターナショナル（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３　はかた近代ビル２Ｆ 092-474-1598 物品の販売 荒物雑貨

001054 （株）えむぼま 愛媛県松山市余戸中４－５－４３ 089-974-2297 物品の販売 電気・通信機器

001055 玉野総合コンサルタント（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２ 092-451-6141 役務等の提供 検査・分析・調査

001056 水研化学工業（株） 福岡営業所 福岡県福岡市東区松田１丁目４－２３ 062-611-4299 物品の販売 薬品

001058 （有）丸宝 福岡県福岡市南区清水４－５－２５ 092-562-1166 物品の製造 地図・航空写真

001059 日本総合警備保障（株） 福岡県福岡市東区名島３－２－１ 092-681-6994 役務等の提供 警備・受付・案内

001060 （福）福岡コロニー 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜１－１１－１ 092-962-0764 物品の製造 印刷

001061 （有）ヤマフク 福岡県北九州市八幡西区上の原４‐２０‐２ 093-612-9311 物品の販売 薬品

001062 （株）横手技研 福岡県福岡市南区玉川町６ー５ 092-542-0211 役務等の提供 保守管理

001063 寺岡オートドア（株） 福岡支店 福岡県福岡市東区原田４－２３－２１ 092-626-8881 役務等の提供 保守管理

001064 草野産業（株） 九州支店北九州営業所 福岡県北九州市戸畑区飛幡町２－２ 093-872-2161 物品の販売 燃料類

001065 （株）シンシアテクノス 福岡県福岡市中央区高砂２－１１－１１ 092-522-6121 役務等の提供 保守管理

001066 （株）アール・ツーエス 福岡県福岡市博多区元町１－６－１６ 092-589-5680 役務等の提供 医療福祉

001067 （株）匠 福岡県福岡市博多区博多駅東３－５－８－６Ｆ 092-435-3420 物品の販売 記念品・時計

001069 クリンテック（株） 福岡県福岡市南区野間２－１１－１－３０１ 092-561-5341 物品の販売 事務機器

001070 （公財）九州経済調査協会 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 092-721-4900 役務等の提供 検査・分析・調査

001071 （株）ウチダシステムズ 九州支社 福岡県福岡市博多区諸岡５－２－１ 092-588-7123 物品の販売 事務機器

001073 （株）サインテック 福岡県福岡市早良区次郎丸５－５－７ 092-874-5839 物品の販売 その他の物品

001074 （株）談 福岡支社 福岡県福岡市中央区天神４丁目２－３６　天神第一ビル４階 092-761-8057 役務等の提供 イベント･企画

001075 沖ウィンテック（株） 九州支店 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５ 092-762-7811 役務等の提供 保守管理
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001076 （株）サンヨウ 福岡県小郡市古飯７６４－１ 0942-41-2211 物品の販売 電気・通信機器

001077 （公財）大阪市博物館協会 大阪府大阪市中央区大手前４－１－３２ 06-6940-0550 役務等の提供 検査・分析・調査

001078 グリーンブルー（株） 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１‐１４‐１２ 045-322-1011 物品の販売 理化学医薬・保健機器

001079 （株）西日本洗管サービス 福岡県福岡市東区松島３－９－１２ 092-611-0391 役務等の提供 清掃

001080 （株）アジア共同設計コンサルタント 九州支社 福岡県宗像市田熊２－３－２４ 0940-37-5040 役務等の提供 情報処理

001081 （株）芸匠 東京都杉並区和田３‐６０‐１３ 03-3313-1121 役務等の提供 その他

001082 （株）モリタテクノス 福岡営業部 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３―３―２０ 092-641-5519 役務等の提供 車両整備

001084 （株）ニッセイコム 西日本支社 福岡県福岡市中央区大名１－１５－３３　福岡セントラルビル４Ｆ 092-781-8788 役務等の提供 情報処理

001085 （有）全水共福岡 福岡県福岡市中央区舞鶴２丁目４番１９号　水産会館６階 092-781-4655 役務等の提供 その他

001086 山九（株） 福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－５－９ 092-632-0039 役務等の提供 運搬業務

001087 ＶＳＰＯＲＴＳ　プロポーザル 福岡県宗像市日の里１丁目１１－７ 0940-37-2775 物品の販売 運動用品

001089 日本コンピュータ・ダイナミクス（株） 福岡営業所 福岡県福岡市博多区千代１－１９－１３ 092-651-6509 役務等の提供 情報処理

001090 元満章 福岡県古賀市新久保１－１７－２７ 090-944-2815 物品の購入 資源回収

001091 （株）パークレスキュー 福岡県福津市津屋崎５－１９－２１ 0940-52-4570 役務等の提供 保守管理

001092 九州航空（株） 福岡営業所 福岡県福岡市南区鶴田２－１７－２２ 092-564-1500 物品の製造 地図・航空写真

001093 河野石油（有） 福岡県宗像市牟田尻１９０６－６ 0940-62-0153 物品の販売 燃料類

001094 （株）にしけい 宗像支社 福岡県宗像市東郷４－５－１２ 0940-36-3167 役務等の提供 警備・受付・案内

001095 山下蒟蒻店 福岡県宗像市赤間３－４－１０ 0940-32-6190 物品の販売 食料品

001096 ニシム電子工業（株） 福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－２２ 092-716-0246 物品の販売 電気・通信機器

001097 東洋計器（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１８－２５　第５博多偕成ビル１階 092-473-1241 物品の販売 水道用品

001098 （株）洸陽電機 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３－７－１４ 078-851-8874 物品の販売 その他の物品

001099 （株）ぎょうせい 九州支社 福岡県福岡市早良区百道浜２－４－２７　ＡＩビル２階 092-831-0700 役務等の提供 検査・分析・調査

001101 ホームスタッフ 福岡県宗像市青葉台１－１－１ 0940-32-1296 役務等の提供 情報処理

001103 三共アメニテクス（株） 福岡支店 福岡県福岡市南区的場１‐１３‐６ 092-584-1605 役務等の提供 消毒・害虫駆除

001104 （株）ハローライフ 福岡県宮若市上有木１番地 0949-34-2520 役務等の提供 イベント･企画

001105 （株）ジャム 福岡県北九州市小倉北区神岳１ー４ー１９ 093-541-5527 役務等の提供 イベント･企画

001107 （株）安川電機 九州支店 福岡県福岡市中央区天神１－６－８ 091-714-5333 役務等の提供 保守管理

001108 セノー（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区東平尾３丁目１番３２号 092-621-1511 物品の販売 運動用品

001109 （有）スリーエス・プランニング 福岡県宗像市大井台２５－３ 0940-37-2009 役務等の提供 保守管理

001110 （有）玄海環境システム 福岡県宗像市江口９７８－５２ 0940-62-3927 役務等の提供 清掃

001111 （株）熊本無線 熊本県熊本市中央区新町３－２－２６ 096-351-7260 物品の販売 電気・通信機器

001112 （株）英環境 福岡県宗像市河東字相原１－５ 0940-72-7002 役務等の提供 廃棄物処理
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001113 （株）モリタ 福岡支店 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－３－２０ 092-641-5601 物品の販売 車両類

001114 （株）埋蔵文化財サポートシステム 福岡支店 福岡県筑紫野市美しが丘南７－６－５ 092-927-0217 役務等の提供 検査・分析・調査

001115 （有）吉田釣具店 福岡県宗像市東郷３－３－２ 0940-36-3780 物品の販売 その他の物品

001116 （有）サンスイ薬局 福岡県宗像市田熊２丁目５番１９号 0940-36-8650 物品の販売 薬品

001117 （株）ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル７Ｆ 092-716-1404 役務等の提供 イベント･企画

001118 国際地図（株） 福岡県福岡市城南区長尾１－９－５ 092-862-6612 物品の製造 地図・航空写真

001119 （有）エイワン 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１２－７ 092-984-1659 役務等の提供 その他

001120 オガワ水管理工業（株） 福岡県朝倉市馬田字中原３６９６ 0946-22-2157 物品の販売 薬品

001121 ＮＥＣフィールディング（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区榎田２－３－２７ 092-482-2853 物品の販売 事務機器

001122 （株）九州空調 福岡県福岡市東区香住ケ丘４丁目２５－６ 092-662-9391 役務等の提供 保守管理

001123 コスモ工機（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－２７ 092-292-3628 物品の販売 水道用品

001124 九州チューエツ（株） 福岡県福岡市博多区東比恵２－９－１ 092-411-8367 物品の製造 印刷

001126 アール・オー・エス九州（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前２－４－１２ 092-451-6640 役務等の提供 情報処理

001127 ジーエム市原工業（株） 福岡県福岡市中央区平尾３－１７－６ 092-531-3352 物品の販売 車両類

001128 金本建設（株） 福岡県宗像市東郷３－４－３ 0940-36-2558 役務等の提供 清掃

001129 （株）福昭ビル・サービス 福岡県福岡市博多区下川端町１－１２ 092-291-0558 役務等の提供 清掃

001130 （株）福岡よいこの学習社 福岡県宗像市三郎丸３－７－１ 0940-32-0294 物品の販売 教育機器

001131 （株）ケイ・イー・エス 直方支店 福岡県直方市大字中泉８８５－１４ 0949-24-8304 役務等の提供 保守管理

001132 （株）ゼコー 福岡県福岡市博多区那珂６－１－２ 092-461-2515 役務等の提供 情報処理

001134 （株）ハナショウ 福岡県北九州市八幡西区森下町１１－１ 093-643-6001 物品の販売 荒物雑貨

001135 （株）富士通マーケティング 九州支社 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 092-472-4111 物品の販売 事務機器

001136 （有）とみた 長崎県長崎市浜口町７番１０号 095-844-0768 物品の販売 理化学医薬・保健機器

001137 （株）ＢＣＣ 福岡県福岡市中央区六本松２－１２－１９ 092-711-5801 役務等の提供 情報処理

001138 （株）三計テクノス 熊本県熊本市東区御領５－６－５３ 096-388-1222 役務等の提供 検査・分析・調査

001139 （株）伊豆丸商店 福岡県宗像市王丸７７０番地‐１ 0940-37-8011 物品の販売 食料品

001140 共栄火災海上保険（株） 九州支店直轄営業課 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２ 092-721-5056 役務等の提供 その他

001141 （有）プラネット印刷 福岡県北九州市小倉北区西港町６１番地１４ 093-561-5394 物品の製造 印刷

001142 三光ハウス（株） 福岡県北九州市八幡西区大字浅川９４２－２３ 093-603-1135 役務等の提供 リース・レンタル

001143 理想科学工業（株） 理想福岡支店 福岡県福岡市中央区大名１－８－１０ 092-781-9281 物品の販売 事務機器

001144 日本教育情報機器（株） 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 03-3287-2181 役務等の提供 リース・レンタル

001146 西鉄情報システム（株） 福岡県福岡市博多区千代４－１－３３ 092-645-2525 役務等の提供 情報処理

001148 東芝テック（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区東比恵２－１１－３３ 092-482-6611 物品の販売 事務機器
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001149 リコーリース（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－３５ 092-471-6531 役務等の提供 リース・レンタル

001150 （株）九州第一興商 福岡県福岡市博多区博多駅南６丁目２－５ 092-412-2111 物品の販売 電気・通信機器

001151 （株）オフィスＴ．Ｉ．Ａ 福岡県宗像市東郷１－４－１８ 0940-36-8855 役務等の提供 その他

001152 玄海クリーン（有） 福岡県宗像市江口９７８－５２ 0940-62-2944 役務等の提供 廃棄物処理

001154 （有）池田商店 熊本県熊本市西区花園２－１２－４４ 096-353-5716 物品の購入 資源回収

001155 第一警備保障（株） 福岡支社 福岡県福岡市博多区堅粕４－２４－１４ 092-441-6315 役務等の提供 警備・受付・案内

001156 九州電力（株） 福間営業所 福岡県福津市中央６－１４－１ 0940-42-1182 物品の販売 その他の物品

001157 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 九州本部 福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－１ 092-451-9700 役務等の提供 保守管理

001158 日本調理機（株） 九州支店 福岡県大野城市瓦田４－１５－３０ 092-572-0501 物品の販売 厨房機器

001159 （株）五藤光学研究所 東京都府中市矢崎町４－１６ 042-362-5311 物品の販売 理化学医薬・保健機器

001160 国際航業（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－３ 092-451-5001 役務等の提供 情報処理

001161 （株）柳原産業 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南３－４－１２ 092-932-0648 役務等の提供 廃棄物処理

001162 （株）ソルデザイン 福岡県福岡市中央区清川３－１１－５ 092-526-4575 役務等の提供 イベント･企画

001163 アルフォーインターナショナル（株） 九州支店 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ 092-761-5501 物品の販売 その他の物品

001164 ＮＰＯ法人九州コミュニティ研究所 福岡県福岡市中央区清川３－１１－５ 092-526-4584 役務等の提供 イベント･企画

001165 （株）ＫＤＫ 福岡県宗像市城西ケ丘１－９－４ 0940-62-5631 物品の販売 電気・通信機器

001166 （株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区安堂寺町１―３―１２ 06-6191-7065 役務等の提供 検査・分析・調査

001167 第一復建（株） 福岡県福岡市南区清水４－２－８ 092-557-1300 役務等の提供 検査・分析・調査

001168 エコアス（株） 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－３２ 092-504-8390 役務等の提供 廃棄物処理

001169 損害保険ジャパン日本興亜（株） 福岡中央支店　福岡第一支社 福岡県福岡市博多区中洲中島町２－８ 092-272-5014 役務等の提供 その他

001170 （株）広研 福岡県福岡市中央区天神４－６－２８ 092-715-8571 役務等の提供 イベント･企画

001171 中原工業（株） 福岡県福岡市博多区空港前１－１１－１０ 092-611-4606 物品の販売 教育機器

001172 （有）ユニット安全サービス 福岡県宗像市日の里２丁目２６－５ 0940-36-1127 物品の販売 看板・展示品

001173 （有）九総開発 福岡県宗像市曲１５９５－２ 0940-35-6611 役務等の提供 廃棄物処理

001174 （株）ゼンリン 福岡営業部 福岡県福岡市博多区祇園町１－１ 092-281-7177 物品の販売 書籍

001175 横浜金属商事（株） 福岡事業所 福岡県太宰府市北谷７１３ー１ 092-919-3260 役務等の提供 その他

001178 （株）西日本新聞総合オリコミ 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２－３－８ 092-986-9777 役務等の提供 その他

001179 イーエレクス（株） 福岡県福岡市中央区大濠２－１０－１０ 092-722-0722 役務等の提供 保守管理

001182 ニッテレ債権回収（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区冷泉町５－３２　オーシャン博多ビル６Ｆ 092-263-0573 役務等の提供 その他

001183 （株）ＪＴＢコミュニケーションズ九州 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５　新ＫＢＣビル１階 092-751-2527 役務等の提供 イベント･企画

001185 寿防災工業（株） 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１ 092-292-6771 役務等の提供 保守管理

001186 （株）オークス 東京都渋谷区代々木２－７－７ 03-3320-4880 役務等の提供 その他
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001187 宗像農業協同組合 福岡県宗像市東郷４丁目３番１号 0940-36-4110 物品の販売 農林業用用品

001188 （株）井上政商店 福岡県福岡市早良区昭代１－２－１１ 092-821-0731 役務等の提供 廃棄物処理

001189 福友ガス（株） 福岡県福岡市西区羽根戸２００－１ 092-892-5055 物品の販売 燃料類

001190 （株）シーズ総合政策研究所 島根県松江市菅田町１８０ 0852-55-8450 役務等の提供 検査・分析・調査

001191 （有）林石油 福岡県宗像市宗像市徳重５４８ 0940-32-0684 物品の販売 燃料類

001192 九州鋳鉄管（株） 福岡県直方市大字上新入１６６０－９ 0942-24-1313 物品の販売 鉄鋼・非鉄鋼製品

001193 （株）西日本リサーチ・センター 福岡県福岡市中央区今泉１－４－１ 092-751-7968 役務等の提供 検査・分析・調査

001194 （株）ユースフル 長崎県長崎市川口町１０－２ 095-848-7772 役務等の提供 情報処理

001195 （株）栄進コーポレーション 福岡県福岡市博多区千代５－１－１ 092-643-8686 役務等の提供 警備・受付・案内

001196 （株）学映システム 久留米営業所 福岡県久留米市東合川８－８－２１ 0942-41-4315 役務等の提供 その他

001197 丸菱航業（株） 福岡県北九州市小倉北区昭和町１３－７ 093-921-3292 役務等の提供 その他

001198 （株）コスモホームセキュリティ 福岡県北九州市八幡西区則松三丁目１４‐１０ 093-693-5755 役務等の提供 警備・受付・案内

001199 安全警備（株） 福岡県北九州市八幡西区筒井町５－５ 093-631-8782 役務等の提供 警備・受付・案内

001200 （株）西日本新聞広告社 福岡県福岡市中央区天神１－４－１　１５Ｆ 092-711-5050 役務等の提供 イベント･企画

001201 日本道路（株） 九州支店 福岡県福岡市南区大楠２－１２－１２ 092-521-0736 物品の販売 工事用材料

001202 大橋エアシステム（株） 福岡県福岡市中央区薬院２－３－４１ 092-781-1231 役務等の提供 保守管理

001203 （一財）日本環境衛生センター 西日本支局 福岡県大野城市白木原３－５－１１ 092-593-8238 役務等の提供 検査・分析・調査

001204 富士通リース（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２ 092-474-1801 役務等の提供 リース・レンタル

001205 （株）九州事業センター 福岡県福岡市南区平和１－３１－３５ 092-521-2664 役務等の提供 清掃

001207 （株）九州テン 北九州営業所 福岡県北九州市八幡東区東田１－５－７ 093-663-2970 物品の販売 事務機器

001208 （株）両備システムイノベーションズ 岡山県岡山市南区豊成２丁目７番１６号 086-226-2101 役務等の提供 情報処理

001209 ＮＤネットサービス（有） 大阪府堺市堺区神南辺町２－９０－５ 072-229-5252 役務等の提供 清掃

001211 （株）トヨタレンタリース博多 福岡県福岡市博多区東光１－６－１３ 092-472-8355 役務等の提供 リース・レンタル

001212 （株）パスコ 福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－５－２ 092-451-3522 役務等の提供 情報処理

001213 アトラス情報サービス（株） 大阪府大阪市中央区北浜３－１－６ 050-7105-5400 役務等の提供 情報処理

001214 あいおいニッセイ同和損害保険（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区住吉２－９－２ 092-282-3108 役務等の提供 その他

001215 （株）福東電設 福岡県福岡市東区蒲田２－３９－８０ 092-691-3966 役務等の提供 保守管理

001216 エア・ウォーター・マテリアル（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１ 092-271-5631 物品の販売 薬品

001217 インプレッション（株） 福岡県宗像市三倉１７－１ 0940-51-2187 物品の製造 印刷

001218 （株）研進産業 福岡県福岡市西区福重２‐５‐１６ 092-885-7795 役務等の提供 清掃

001219 （株）エヌ・イーサポート 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１０－２ 092-474-3860 役務等の提供 検査・分析・調査

001221 （株）サーベイリサーチセンター 九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２６ 092-411-8811 役務等の提供 検査・分析・調査
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001222 （株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国１－１２－８ 03-3846-1088 物品の製造 印刷

001224 九州総合サービス（株） 福岡県福岡市博多区美野島３－１－２８ 092-441-1711 役務等の提供 その他

001225 （株）にしけいメンテナンス 福岡県福岡市中央区清川３－４－１１ 092-524-3050 役務等の提供 清掃

001226 （株）フクスイ 福岡県福岡市博多区金の隈３－１４－１５ 092-587-0505 物品の販売 水道用品

001227 （株）沖縄科学ＡＶセンター 福岡営業所 福岡県福津市宮司浜２－３－１１ 0940-52-8705 役務等の提供 保守管理

001229 （株）ＨＳＤ 福岡県宗像市三倉１７－１ 0940-36-9012 役務等の提供 情報処理

001230 東環工業（株） 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－２９ 092-503-5114 役務等の提供 保守管理

001231 （株）富士通ゼネラル 九州情報通信ネットワーク営業部 福岡県福岡市南区横手１－１２－４５ 092-572-2111 物品の販売 電気・通信機器

001232 サイクルショップ片山 福岡県宗像市自由ケ丘西町２番地２ 0940-33-8787 物品の販売 車両類

001233 （株）修復技術システム 福岡県福岡市博多区奈良屋町１１－１３ 092-282-4001 役務等の提供 検査・分析・調査

001234 （一社）九州のムラ 福岡県宗像市田島７５５－４ 090-4344-6432 役務等の提供 その他

001236 （社）文化財科学研究センター 奈良県天理市田町４４７ 0743-84-6400 役務等の提供 検査・分析・調査

001237 （株）エコテックネオ 福岡県福岡市博多区西月隈四丁目８－３５ 092-503-5121 役務等の提供 検査・分析・調査

001239 （有）北筑斎業社 福岡県福岡市東区雁の巣１－４６－２４ 092-608-4122 物品の購入 資源回収

001241 （有）宗像日通プロパン 福岡県宗像市池田１８９３番地 0940-62-1766 物品の販売 燃料類

001242 （株）イーディシー 福岡県福岡市中央区港２‐４‐３１ 092-716-3611 役務等の提供 検査・分析・調査

001243 （有）システム・レコ 福岡県福岡市東区多の津１－１４－１ＦＲＣビル 092-622-0526 役務等の提供 イベント･企画

001244 武下産業（株） 福岡県小郡市津古５９７－７ 0942-75-2000 役務等の提供 保守管理

001245 川口屋旅館 福岡県宗像市深田７９ 0940-62-0048 物品の販売 食料品

001246 （株）プレック研究所 九州事務所 福岡県福岡市中央区大名２－４－１９ 092-771-5211 役務等の提供 検査・分析・調査

001247 （株）ミナミ商事 福岡県福岡市博多区美野島２－６－５ 092-431-4738 物品の販売 事務機器

001248 （株）自動サービス 福岡県糟屋郡新宮町大字下府３５３‐１ 092-963-0865 物品の販売 事務機器

001249 （有）極東航空交通観光 福岡県福岡市東区香椎４－１９－５ 092-661-4549 役務等の提供 運搬業務

001250 （株）キクテック 九州事業所 福岡県福岡市博多区上牟田１－２８－１６ 092-472-2012 物品の販売 道路標識

001251 （有）日高印刷所 福岡県中間市中間１－４－１６ 093-245-0214 物品の製造 印刷

001252 （株）セノン 東京都新宿区西新宿新宿三井ビル（１６階） 03-3348-7111 役務等の提供 運搬業務

001253 （株）グランドビジョン 福岡県福岡市中央区天神２－４－５ 092-718-3041 役務等の提供 イベント･企画

001254 レセ・スタッフ（株） 福岡県久留米市田为丸町益生田１１６－８ 0943-73-3347 役務等の提供 その他

001255 島浦電気管理事務所 福岡県宗像市日の里７－１５－１３ 0940-36-1582 役務等の提供 保守管理

001256 （有）新海商店 福岡県宗像市神湊８８１－５ 0940-62-0345 物品の販売 燃料類

001257 日本磁力選鉱（株） 福岡県北九州市小倉北区馬借三丁目６番４２号 093-521-4402 役務等の提供 その他

001258 ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木１－２２－１ 03-5309-0310 役務等の提供 情報処理
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001259 谷口文具（有） 宗像出張所 福岡県宗像市くりえいと２丁目５－１９ 0940-35-0375 物品の販売 事務機器

001260 池浦システムサービス 福岡県宗像市宮田１－１６－３ 0940-38-5770 物品の販売 教育機器

001261 （株）安川ビジネススタッフ 営業企画本部 福岡県北九州市小倉北区米町１‐１‐５　小倉朝日ひびきビル　３階 093-280-0879 役務等の提供 人材派遣

001263 竹井機器工業（株） 新潟県新潟市秋葉区矢代田６１９ 0250-38-4131 物品の販売 運動用品

001264 （株）アクロス広告社 福岡県福岡市博多区新和町２－１－３５ 092-571-8671 役務等の提供 イベント･企画

001265 （有）富士サービス 福岡県宗像市曲１５９２ー１ 0940-33-7559 役務等の提供 保守管理

001266 ＮＰＯ法人グローバル教育推進機構 福岡支部 福岡県福岡市博多区諸岡３－１０－２０ 092-573-5721 役務等の提供 人材派遣

001267 （株）ジヤストタイム二十四 福岡県福岡市東区松田１－１０－１６ 092-624-2251 物品の販売 荒物雑貨

001268 新日本管財（株） 福岡県飯塚市片島２－１９－６ 0948-29-2111 役務等の提供 清掃

001269 （株）ヤナセファイテック 福岡県福岡市博多区東那珂１－１８－６ 092-471-1381 物品の販売 警察・消防用品

001270 池浦商会 福岡県宗像市平等寺６０８－２ 0940-39-3340 物品の販売 教育機器

001271 （株）ドット・コミュニケーションズ 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２７－２４ 092-412-5155 役務等の提供 人材派遣

001272 ＪＲ九州メンテナンス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－１１ 092-434-6600 役務等の提供 清掃

001273 （有）空中写真企画 福岡県太宰府市大佐野四丁目１５－１ 092-924-2421 物品の製造 地図・航空写真

001274 三谷コンピュータ（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 0776-67-8000 役務等の提供 情報処理

001275 （株）文化財情報研究所 福岡県古賀市今の庄３－１３－１ 092-944-4740 物品の製造 印刷

001276 （有）安原商会 福岡県古賀市谷山字後田７５８－１ 092-943-2848 物品の購入 資源回収

001277 （株）ケー・デー・シー 福岡支店 福岡県福岡市中央区天神３‐１１‐２０天神エフビル 092-781-2880 役務等の提供 情報処理

001278 （株）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２－６－１０ 092-451-0155 物品の販売 薬品

001279 （株）環境施設 福岡県福岡市西区小戸３丁目５０－２０ 092-894-6168 役務等の提供 廃棄物処理

001280 高千穂産業（株） 福岡県福岡市中央区 輝国２－１１－７ 092-521-0491 物品の販売 荒物雑貨

001281 水ｉｎｇ（株） 九州支店 福岡県福岡市中央区天神３－９－２５ 092-751-6551 物品の販売 薬品

001282 （株）沖電気カスタマアドテック 九州支社 福岡県福岡市南区向野２－９－２６ 092-554-8500 物品の販売 電気・通信機器

001283 アズビル（株） ビルシステムカンパニー九州支店 福岡県福岡市博多区冷泉町２番１号 092-272-3114 物品の販売 電気・通信機器

001284 （株）昭和工業 福岡県福岡市南区横手４－１８－３９ 092-574-1336 役務等の提供 清掃

001285 瀬戸内クラフト（株） 広島県尾道市向東町９２１０ 0848-44-6535 物品の販売 車両類

001286 環境テクノス（株） 福岡県北九州市戸畑区中原新町２－４ 093-883-0150 役務等の提供 検査・分析・調査

001287 中央復建コンサルタンツ（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区祇園町４－６１ 092-282-0441 役務等の提供 検査・分析・調査

001288 浅野環境ソリューション（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区綱場町２－２ 092-263-1540 役務等の提供 保守管理

001289 九州地理情報（株） 福岡県福岡市東区青葉２－３０－１ 092-663-2111 役務等の提供 情報処理

001290 凸版印刷（株） 九州事業部 福岡県福岡市中央区薬院１－１７－２８ 092-722-2133 物品の製造 印刷

001291 朝日航洋（株） 九州空情支社 福岡県福岡市博多区博多駅東３‐１２‐１ 092-437-5905 役務等の提供 情報処理
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001292 楽しい（株） 福岡県北九州市若松区向洋町１０‐１北九州エコタウン実証研究エリア内 093-752-5300 物品の販売 その他の物品

001293 （株）コアラ 福岡支店 福岡県福岡市中央区天神１－４－１西日本新聞会館１５Ｆ 092-726-2805 役務等の提供 イベント･企画

001294 （有）ブレネット 福岡県福岡市中央区薬院１ー８ー２０ー４０１ 092-738-6910 役務等の提供 イベント･企画

001296 麻生介護サービス（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２５－２４ 092-452-7770 役務等の提供 医療福祉

001297 国際チャート（株） 九州オフィス 福岡県福岡市博多区東比恵２－１１－３３ 092-482-6920 物品の製造 印刷

001298 （株）環境科学システム 福岡県大野城市乙金東３－１０－１２ 092-504-2869 役務等の提供 検査・分析・調査

001299 （株）エコロサポート 福岡県福津市舎利蔵字大門田２６８番地 092-963-2290 物品の購入 資源回収

001300 （株）ゼネラルアサヒ 福岡県福岡市東区松田３ー７７７ 092-611-8311 物品の製造 印刷

001301 （株）ミノル 福岡県宗像市くりえいと２－５－２６ 0940-32-7010 物品の販売 事務機器

001302 丸屋 福岡県宗像市田熊１－１－３２ 0940-36-2101 物品の販売 食料品

001303 （株）ディスジャパン 福岡県福岡市中央区大名１ー９ー３０ 092-712-0431 役務等の提供 イベント･企画

001304 エヌエス環境（株） 福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻２－２１－３６ 092-574-9390 役務等の提供 検査・分析・調査

001305 日本資源流通（株） 福岡営業所 福岡県福岡市東区松島４丁目３－２２ 092-622-1520 物品の購入 資源回収

001307 九州テクニカルメンテナンス（株） 熊本県熊本市中央区水前寺公園２８－４３ 096-381-3225 役務等の提供 保守管理

001308 西日本美装工業（株） 福岡県福岡市中央区春吉３－２５－６ 092-713-8558 役務等の提供 清掃

001309 （株）フソウ 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４ 092-475-8611 物品の販売 水道用品

001310 総合情報企画萌 福岡県宗像市赤間５－１－２ 0940-32-5662 物品の製造 印刷

001311 （株）松村電機製作所 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０ 092-451-3831 役務等の提供 保守管理

001313 フジ地中情報（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区那珂５－３－１３ 092-472-2571 役務等の提供 その他

001314 日本昇降機（株） 福岡県福岡市博多区麦野４－７－６ 092-572-6056 役務等の提供 保守管理

001315 （株）カンクウ 福間営業所 福岡県福津市西福間３丁目３８－１０ 0940-38-4011 物品の販売 水道用品

001316 （株）電算システム 岐阜県岐阜市日置江１―５８ 058-279-3456 役務等の提供 その他

001317 （株）菅原 福岡県北九州市八幡東区西本町三丁目２番５号 093-681-8361 物品の販売 産業用機械

001318 （株）エディモス 福岡県福岡市早良区内野４－４８－５ 092-400-0727 役務等の提供 清掃

001319 （公財）元興寺文化財研究所 奈良県奈良市中院町１１番地 0742-23-1376 役務等の提供 その他

001320 （株）三生 佐賀県鳥栖市轟木町９４２番地 0942-83-3762 物品の販売 その他の物品

001321 （有）ゆたか公司 福岡県宗像市陵厳寺二丁目２９－６ 0940-38-0551 役務等の提供 医療福祉

001322 日東工営（株） 九州支店 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５ 092-271-8431 役務等の提供 リース・レンタル

001323 小林クリエイト（株） 福岡支店 福岡県福岡市南区清水１－２－２ 092-541-0761 物品の製造 印刷

001324 （株）小山商会 福岡営業所 福岡県福岡市博多区半道橋２－６－１２ 092-433-1001 役務等の提供 リース・レンタル

001325 （有）リリーフプランニング 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘６－１－２０３ 093-693-2290 役務等の提供 その他

001326 日立キャピタル（株） 東京都港区西新橋１－３－１ 0120-937-468 役務等の提供 リース・レンタル
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001327 （株）ヒラカワ 福岡営業所 福岡県福岡市博多区東比恵２－７－３３　西原ビル２号 092-437-3883 役務等の提供 保守管理

001329 （株）サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７ 092-522-6811 役務等の提供 保守管理

001330 ブローテ 福岡県福津市津屋崎４－１１－２４ 0940-52-0136 物品の販売 看板・展示品

001331 日本通信工業（株） 福岡県福岡市博多区築港本町６－５ 092-271-4221 物品の販売 電気・通信機器

001332 吉井商事（株） 福岡県宗像市深田６０－１ 0940-62-0004 物品の販売 燃料類

001333 一冨士フードサービス（株） 九州支社 福岡県福岡市博多区住吉４－３－２ 092-475-1990 役務等の提供 その他

001334 （株）神鋼環境ソリューション 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１新幹線博多ビル 092-474-6565 役務等の提供 保守管理

001335 河野産業（株） 福岡県福岡市博多区対馬小路１２番１０号 092-611-5647 物品の販売 荒物雑貨

001337 日通エネルギー九州（株） 福岡県宗像市栄町１６５－１ 0940-33-9700 物品の販売 燃料類

001338 （株）デコレ 福岡県直方市下新入４７６－１ 0949-24-8832 役務等の提供 イベント･企画

001339 （株）エヌジェーシー 営業本部福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１－２９　博多第２ムカヰビル３Ｆ 092-414-5511 役務等の提供 人材派遣

001340 東芝エレベータ（株） 九州支社 福岡県福岡市中央区長浜２－４－１ 092-762-7055 役務等の提供 保守管理

001341 （株）共立メンテナンス 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－３－２３ 092-474-1058 役務等の提供 医療福祉

001342 三愛オブリガス九州（株） 宗像営業所 福岡県宗像市光岡８０ 0940-36-1050 物品の販売 燃料類

001343 郡リース（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区住吉３－１－１ 092-272-1521 役務等の提供 リース・レンタル

001344 （有）神郡清掃サービス 福岡県宗像市徳重２－１－２２ 0940-33-7111 役務等の提供 廃棄物処理

001345 （有）高山青果 福岡県宗像市日の里５丁目４－３３ 0940-36-4122 物品の販売 食料品

001346 オフィス・ムーブ 福岡県宗像市平井１－１３－３６ 0940-37-0695 役務等の提供 イベント･企画

001347 南郷電気（株） 福岡県宗像市原町２０９７－４ 0940-36-3435 物品の販売 電気・通信機器

001349 自然環境保全事業協同組合 長崎県佐世保市白岳町９５４－２ 0956-34-3939 役務等の提供 清掃

001350 環境リサイクルエネルギー（株） 長崎県佐世保市干尽町３－４７ 0956-20-4222 役務等の提供 廃棄物処理

001351 富士フイルムメディカル（株） 九州地区営業本部 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１３－１９ 092-451-3151 物品の販売 理化学医薬・保健機器

001352 （株）サニタリー 鹿児島県鹿児島市東谷山５－２０－１１ 099-268-2014 役務等の提供 検査・分析・調査

001354 （株）アソウ・ヒューマニーセンター 福岡県福岡市中央区天神２－８－４１ 092-711-1600 役務等の提供 情報処理

001355 （株）三輝 大阪府大阪市北区同心１－１０－１２ 06-6881-3000 役務等の提供 その他

001356 （公財）北九州生活科学センター 福岡県北九州市戸畑区中原新町１－４ 093-881-8282 役務等の提供 検査・分析・調査

001357 キンパイ商事（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵２－２－２６ 092-472-2871 物品の販売 車両類

001359 ハナサキクリーニング 福岡県宗像市東郷５－１－２５ 0940-36-0296 役務等の提供 クリーニング

001360 九州メタル産業（株） 福岡県北九州市小倉北区西港町６２－４ 093-582-6143 物品の購入 資源回収

001361 板倉武道具 福岡県宗像市石丸２－２１－６ 0940-35-1141 物品の販売 運動用品

001363 大神設計（株） 福岡県福岡市南区柏原１－４－１１ 092-564-3877 役務等の提供 情報処理

001365 Ｒ－ＤＥＳＩＧＮ 福岡県福岡市南区南大橋２－３７－１０ 092-511-5225 役務等の提供 イベント･企画
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001367 井上紙工印刷（株） 福岡県朝倉市持丸６２５－１ 0946-22-3951 物品の製造 印刷

001368 表示灯（株） 福岡支社 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ 092-761-2611 役務等の提供 イベント･企画

001369 （株）河島楽器店 福岡県福津市中央６－２０－８ 0940-42-0680 物品の販売 音楽用品

001370 日本通運（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１ 092-291-7111 役務等の提供 運搬業務

001374 イデミツスポーツ 福岡県宗像市赤間５－１－８ 0940-32-3075 物品の販売 運動用品

001375 ブックス　せいおん 福岡県宗像市土穴３丁目１番５号 0940-33-2644 物品の販売 書籍

001376 丸屋書店 福岡県宗像市日の里１－２５－２ 0940-36-0260 物品の販売 書籍

001377 （有）にしのはら電器 福岡県宗像市くりえいと２－１２－４ 0940-32-3567 物品の販売 電気・通信機器

001378 高木製茶舗 福岡県宗像市東郷五丁目５－２ 0940-36-2059 物品の販売 食料品

001379 釜瀬企画 福岡県宗像市野坂２９３８番地 0940-36-4756 物品の製造 印刷

001380 辻畳内装店 福岡県宗像市土穴２－１０－１０ 0940-32-3539 役務等の提供 その他

001382 早川商店 福岡県宗像市赤間駅前１－３－７ 0940-32-3036 物品の販売 食料品

001383 エムエイチピー 福岡県宗像市三郎丸６－１３－３５ 0940-51-2046 役務等の提供 イベント･企画

001384 ハーツモーターハウス 福岡県宗像市深田１０３３－２ 0940-62-1088 物品の販売 車両類

001385 文友舎 福岡県宗像市土穴１丁目ー２番ー２１号 0940-32-3275 物品の販売 事務機器

001388 宗像印章センター 福岡県宗像市東郷２丁目２－７ 0940-36-2792 物品の販売 事務機器

001389 中村豆腐店 福岡県宗像市野坂２７２６番地の６ 0940-35-1103 物品の販売 食料品

001392 フォーム 福岡県宗像市青葉台２－３０－４ 0940-33-9392 物品の販売 荒物雑貨

001393 ガレージ　樹悠 福岡県宗像市武丸１０００－４ 0940-33-2278 物品の販売 車両類

001394 松円蒲鉾店 福岡県宗像市東郷１－４－１５ 0940-36-2116 物品の販売 食料品

001395 テニスショップかわの 福岡県福岡市東区原田１－２１－３０－５０１ 092-623-1424 物品の販売 運動用品

001396 （有）ヤマサキ装飾 福岡県宗像市三郎丸５－７－１ 0940-32-3344 物品の販売 室内装飾品

001397 宗像漁業協同組合 福岡県宗像市鐘崎７７８－５ 0940-62-1500 役務等の提供 廃棄物処理

001398 エイキ北九州販社 福岡県北九州市若松区宮丸１－１６－１０ 093-751-4150 物品の販売 教育機器
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