
令和元年12月24日時点

番号 会社名・団体名 代表者名 所在地

1 アイサワ工業(株)　九州支店 支店長 原岡　正直 福岡市中央区天神1丁目2-4

2 青木あすなろ建設（株）九州支店 支店長 福本　聖史 福岡市博多区博多駅前1-19-3

3 アオケン（株） 代表取締役 後藤　勝 福岡市博多区上牟田1丁目18-23

4 あおみ建設(株)　九州支店 取締役支店長 武藤　孝夫 福岡市博多区博多駅前1-4-4

5 （株）アーキプロ 平木　松美 久留米市新合川1丁目8-34

6 （株）アクティス 河村　貴夫 大野城市仲畑4-2-38

7 (株)安部日鋼工業　九州支店 執行役員支店長 進藤　明彦 福岡市博多区博多駅東１丁目12-6花村ビル6F

8 有田建設(株) 代表取締役 有田　義広 直方市大字植木2133-1

9 有田工業(株) 代表取締役社長 有田　惠子 田川郡川崎町大字田原1001-1

10 安藤工事（株） 代表取締役 山本　健治 福岡市南区清水2丁目9-6

11 （株）安藤・間　九州支店 執行役員支店長 小松　健 福岡市中央区大名1-8-10

12 飯田建設（株） 代表取締役 宮木　義高 福岡市博多区東比恵3丁目16-14

13 (株)伊佐工務店 代表取締役 池之上　美香 太宰府市大字大佐野807-47

14 (有)石田組 代表取締役社長 案浦　英一 糟屋郡宇美町大字宇美163-3

15 (株)石橋組 代表取締役 水上　弘敏 田川市大字伊田99-4

16 イトケンテクノ（株） 代表取締役 伊藤　幾太郎 福岡市南区的場1丁目24-3

17 井樋建設（株） 代表取締役 井樋　聰枝 久留米市大石町507-2

18 今別府産業（株）福岡支店 取締役支店長 政　俊一 福岡市博多区井相田3丁目25番1号

19 岩崎建設（株） 代表取締役 岩崎　成敏 福岡市中央区西中洲12-25

20 内山緑地建設(株) 代表取締役社長 内山　剛敏 久留米市田主丸町地徳3558-1

21 梅林建設（株）福岡支店 執行役員支店長 猪口　和彦 福岡市中央区大名1丁目4-1NDビル

22 （株）栄住産業 代表取締役 宇都　正行 福岡市東区原田3丁目5-6

23 栄進工業（株） 代表取締役 徳永　一郎 筑紫野市岡田3丁目10-5

24 江上建設(株) 代表取締役 江上　義紀 大川市大字酒見474-9

25 （株）エトウ組 代表取締役 江頭　義一 久留米市北野町石崎124-1

26 (株)大島産業 代表取締役 大島　環 宗像市冨地原1791-1

27 （株）大谷防水塗装 代表取締役 石橋　誠也 飯塚市片島3丁目13-21

28 (株)大藪組 代表取締役社長 石井　正 筑後市長浜2043-1

29 (株)奥村組　九州支店 執行役員支店長 大角　透 北九州市八幡東区山王2丁目19-1

30 尾園建設(株) 代表取締役 尾園　浩範 福岡市博多区博多駅南6-15-21　第5よしみビル2F

31 オリエンタル白石(株)　福岡支店 支店長 山﨑　直人 福岡市中央区天神4丁目2-31

32 (株)柿原組 代表取締役 吉永　泰憲 福岡市中央区薬院3丁目4-21

33 (株)川口建設 代表取締役 川口　博史 北九州市小倉北区堺町1-9-6

34 川田建設（株）九州支店 執行役員支店長 松本　雅宏 福岡市博多区博多駅東２丁目５－１９

35 （株）川田産業 代表取締役 川田　至 北九州市八幡西区岸の浦2丁目3-8

36 管清工業（株）　九州営業所 所長 小山田　正男 福岡市博多区東那珂2-17-28

37 木原建設(株) 代表取締役 木原　弘毅 柳川市大和町皿垣開46番地

38 （有）九州圧送 北園　滋巳 糟屋郡久山町山田2196-1

39 九州ニチレキ工事(株) 代表取締役 大住　晃 福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目3-17

40 九州防水（株） 代表取締役 尾関　正敏 久留米市合川町422-18

41 （株）キュウボウ 代表取締役 尾関　富子 八女市蒲原2055-1

42 共進建工（株） 代表取締役 永江　寿 福岡市早良区有田1丁目30-17

43 (株)熊谷組　九州支店 執行役員支店長 梶山　雅生 福岡市中央区渡辺通4丁目10-10　紙与天神ビル

44 グリーン・ロード（株） 代表取締役 野口　悟 福岡市西区福重3丁目32-21

45 久留米圧送（株） 井戸　貢 久留米市安武町安武本2911

46 見城建設(株) 代表取締役 見城　慎次 大野城市中3丁目6-1

47 建設サービス(株) 代表取締役 坂口　修 福岡市博多区博多駅東1-17-25

48 （株）工材社 代表取締役 柴田　修司 北九州市門司区大里東口3-10

49 広成建設（株）　九州支店 執行役員支店長 兼村　隆宏 福岡市博多区博多駅南1丁目11-17

50 交通器材（株） 代表取締役 井上　晋作 福岡市博多区金の隈1丁目21-33

51 (株)鴻池組　九州支店 執行役員支店長 竹下　浩 福岡市中央区大名1丁目14-45

52 興和道路(株) 代表取締役 田中　隆臣 福岡市中央区平尾3-16-17

53 （有）小松工業 小松　卓司 福岡市南区日佐2-17-15

54 （有）小宮圧送 小宮　弘子 柳川市三橋町起田547-1

55 三軌建設（株） 代表取締役 田中　章二 福岡市博多区東光寺町1丁目13-5
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56 （株）サンクス産業 代表取締役 梶原　武士 福岡市博多区新和町2丁目2-7-401

57 (株)篠原工務所 代表取締役 篠原　靖典 久留米市中央町29-19

58 （株）島田電気商会 代表取締役 島田　茂 福岡市中央区薬院2丁目19-27

59 (株)上瀧組 代表取締役 上瀧　洋介 嘉麻市漆生881

60 （株）昭和組 宮部　正晴 大川市大字小保799-1

61 昭和日本化成(株) 代表取締役 吉川　省吾 福岡市西区野方3丁目1-8

62 シンコー化成（株） 代表取締役 山下　康二 福岡市西区上山門2丁目12-6

63 （有）新星興産 三宅　修藏 福岡市博多区月隈6丁目9-16

64 シンヨー（株）福岡支店 支店長 麻﨑　欣也 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－６－１４

65 (株)スギヤマ 代表取締役 杉山　英治 福岡市東区多の津4丁目5-13

66 (株)寿陽建設 代表取締役 近藤　正明 北九州市小倉南区下貫1丁目13-13

67 (株)セイエイ建設 代表取締役 中島　誠 長崎市白木町１６－１８

68 成央建設（株） 代表取締役 橋爪　広幸 八女市高塚679

69 西光建設（株） 代表取締役社長 高丘　利勝 福岡市東区馬出6丁目2-18

70 西武建設(株)　九州支店 支店長 前田　浩昭 福岡市博多区博多駅東2-5-28

71 西部電気工業（株） 代表取締役社長 熊本　敏彦 福岡市博多区博多駅東3-7-1

72 (株)瀬口組 代表取締役 瀬口　直紀 大牟田市大字草木北の前293-1

73 （株）ゼンコー産業 元岡　善孝 糟屋郡篠栗町尾仲22-5　ゼンコービル1階

74 大末建設(株)　九州支店 支店長 内野　孝一 福岡市博多区博多駅南1丁目3-6

75 大和ハウス工業(株) 前田　栄治 福岡市博多区上牟田2丁目11-24

76 (株)高崎組 代表取締役 高崎　正大 福岡市城南区東油山6-13-5

77 髙島屋スペースクリエイツ(株)　九州営業所 代表取締役社長 高山　俊三 福岡市博多区下川端町1-1　明治通りﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ本館7Ｆ

78 (株)竹中工務店　九州支店 支店長 弓削　裕治 福岡市中央区天神4-2-20

79 田代建設(株) 代表取締役 田代　洋己 直方市下新入627-1

80 津上産業（株） 代表取締役 津上　和由 北九州市八幡西区鷹の巣2丁目10-19

81 （株）ツキジ 代表取締役 築地　隆仁 福岡市南区屋形原3丁目38-12

82 （株）堤建設 代表取締役 堤　雅大 筑後市大字常用546番地の1

83 前田建設工業(株)　九州支店 執行役員支店長 永重　雅守 福岡市博多区博多駅東2丁目14-1

84 鉄建建設(株)九州支店 執行役員支店長 魚谷　和亮 福岡市中央区荒戸2丁目1-5

85 (株)寺田建設 代表取締役 大庭　桂一 福岡市早良区野芥5丁目12-11

86 (株)東亜工業所 代表取締役社長 谷崎　伸之 北九州市小倉北区熊谷1丁目15-26

87 東宝リース（株） 時安　尋次 筑紫野市筑紫駅前通1丁目67

88 東洋建工（株） 代表取締役 河村　普剛 福岡市南区野多目2丁目3-21

89 東洋建設（株）　九州支店 常務執行役員支店長 木和田　雅也 福岡市中央区薬院3丁目3-31　六番館2F

90 （有）同和化工 代表取締役 古川　徳 福岡市早良区次郎丸5丁目18-13

91 ドーピー建設工業(株)　九州営業所 所長 大瀬　博国 福岡市博多区上呉服町10-1

92 戸田建設（株）九州支店 執行役員支店長 窪田　浩一 福岡市中央区白金2丁目13-12

93 飛島建設(株)　九州支店 執行役員支店長 曽我部　真也 福岡市中央区渡辺通5丁目14-12　南天神ビル9階

94 (株)中條工務店 代表取締役 井口　明成 中間市大字中底井野字砂堀1164-29

95 (株)中村組 代表取締役 中村　雄一郎 柳川市大和町大坪22

96 中村工業(株) 代表取締役 中村　隆元 福岡市中央区舞鶴3-2-6

97 (株)ナンキュウ 嶽本　育子 神埼市神埼町尾崎2038-2

98 （有）南筑圧送 下川　洋子 筑紫市熊野959

99 西日本ディックライト（株） 代表取締役 田中　賢哉 福岡市東区多の津5丁目1-6

100 西松建設(株)　九州支社 執行役員支社長 吉田　卓生 福岡市中央区薬院1丁目14-5

101 日建工材（株） 代表取締役 進藤　博史 福岡市城南区片江4丁目8-8

102 （株）日さく　九州営業所 所長 永安　裕次郎 福岡市博多区那珂三丁目21番29号

103 日本乾溜工業（株） 代表取締役社長 伊東　幸夫 福岡市東区馬出1丁目11-11

104 日本電設工業（株）　九州支店 執行役員支店長 宗久　秀樹 福岡市博多区比恵町13-7

105 (株)日本ピーエス　九州支店 執行役員支店長 用貝　洋 福岡市博多区綱場町2-2　福岡第1ビル6F

106 博新建設(株) 代表取締役 内納　敏也 北九州市小倉南区曽根新田122

107 半田建設(株) 代表取締役 半田　利通 久留米市日ノ出町100

108 (株)ピーエス三菱　九州支店 九州支店長 櫻林　美津雄 福岡市中央区長浜2丁目4-1　東芝福岡ビル

109 (株)東田中建設 代表取締役 田中　正男 福岡市東区和白丘2-3-10

110 (株)廣瀬組 代表取締役 大石　秀幸 三潴郡大木町大字八町牟田274-2

111 （有）福岡協立 田中　耕二 大野城市乙金東4丁目14-11

112 福岡佐賀コンクリートポンプ協同組合 理事長 井戸　貢 大野城市川久保1丁目1-40

113 福岡道路（株） 代表取締役 洞　孝道 福岡市東区馬出1丁目1-19

2/3



番号 会社名・団体名 代表者名 所在地

114 福岡ライン（有） 代表取締役 藤田　博彦 福岡市東区八田3丁目23-41

115 (株)福田組　九州支店 支店長 湯上　聡 福岡市博多区博多駅南3-7-35

116 （株）福東電設 代表取締役 出崎　日出世 福岡市東区土井2丁目38番11号

117 （株）フジタ　九州支店 執行役員支店長 岡野　利喜造 福岡市博多区下川端町1-1

118 （株）富士ピー・エス　九州支店 取締役執行役員副社長 藤本　良雄 福岡市中央区渡辺通2-4-8

119 双葉工業（株） 代表取締役 星子　洋満 福岡市博多区金の隈2丁目1-30

120 古本建設（株） 代表取締役 古本　澄夫 田川郡香春町大字中津原1822-2

121 （株）プロテクノ 代表取締役 田中　一善 久留米市国分町34-11

122 （有）ヘイワ技建 田中　博文 太宰府市北谷1016-9

123 （株）平和電興 代表取締役社長 楢原　俊成 福岡市中央区薬院1丁目14-8

124 (株)北翁 代表取締役 倉本　清隆 行橋市大字稲童628番地

125 (株)仏谷 代表取締役 山口　孝則 福岡市南区花畑2-10-25

126 松井建設（株）　九州支店 取締役執行役員支店長盆子原　和利 福岡市博多区博多駅前3-19-5

127 松尾建設（株）　福岡支店 福岡支店長 渋谷　栄城 福岡市中央区薬院3-4-9

128 松尾建設（株）　北九州支店 北九州支店長 源　泰宏 北九州市小倉北区下到津5-9-4

129 （株）松本組 松本　優三 福岡市東区馬出1丁目1-19

130 (株)南組 代表取締役 南　由加里 小郡市松崎166-1

131 （株）ムトウ 代表取締役社長 朝原　義隆 福岡市早良区昭代3-2-5

132 村上海事(株) 代表取締役 村上　玄幸 京都郡苅田町大字二崎456-5

133 （株）メンテック 代表取締役 尾関　美知 久留米市御井旗崎1丁目10-42

134 (株)安井組 代表取締役 安井　廣志 福岡市城南区別府7-12-26

135 (株)矢津田工業 代表取締役 矢津田　一生 古賀市青柳1165-4

136 山喜建設(株) 代表取締役 山田　泰男 北九州市小倉北区熊本3-1-12

137 （株）吉川工務店 吉川　啓二 福岡市中央区大手門3丁目8-22

138 ライズロード(株) 代表取締役 新宮　清孝 福岡市東区松島6丁目4-6

139 （株）ライタクト 代表取締役 立石　光男 久留米市合川町162-6

140 若築建設(株)　九州支店 執行役員支店長 松本　敏 北九州市若松区浜町1-4-7

141 若松港湾工業(株) 代表取締役 井川　臣治 北九州市若松区くきのうみ中央7-18

※会社名は五十音順です。
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