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TEL 093-561-1471

（株）麻生島工務店 20,000 －4008無法

土１建１と１解１
福岡県北九州市小倉北区原町１－８－１〒803-0815

麻生嶋　繁001038

TEL 092-433-1811

有澤建設（株） 90,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市博多区博多駅南４－４－１２〒812-0016

木下　英資001039

TEL 092-621-2092

（株）阿部工務店 50,000 －4001有法

建２大２電２管２解２
福岡県福岡市東区二又瀬新町１４－１８〒812-0065

阿部　晋士001052

TEL 0942-22-3943

旭電設工業（株） 10,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市国分町１７００－１〒839-0863

足立　賢一001060

TEL 092-871-6065

旭道路（株） 43,000 －4001無法

土２舗２
福岡県福岡市早良区次郎丸２－２５－３０〒814-0165

垣内　道治001068

TEL 092-861-4321

（株）穴井工務店 40,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市城南区東油山１－３５－７〒814-0155

穴井　幸一郎001082

TEL 092-861-7393

インテリアカガ －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区田隈３－２１－２３〒814-0174

安部　潔001095

TEL 093-761-4519

（株）朝日電機工業所 25,000 －4008無法

電２機１消１
福岡県北九州市若松区桜町３－２３〒808-0026

小路　大哉001098

TEL 092-564-2420

（株）亜広工業 10,000 －4001有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市南区桧原７－６０－９〒811-1355

松添　孝子001132

TEL 0944-56-8838

（株）秋山工務店 10,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市本町３－６－２〒836-0046

秋山　倫顕001143

TEL 0948-26-5610

（株）荒木工務店 30,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市目尾５１５－７５〒820-0062

後藤　弘樹001149

TEL 092-836-9698

（有）青木工業所 6,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区野方３－５－３４〒819-0043

和田　美幸001167

TEL 0940-33-1567

（有）赤間工業 5,000 －4008有法

建１鋼１機１
福岡県宗像市冨地原１４８７〒811-4154

今泉　義廣001169
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TEL 0947-44-1265

旭工業（株） 22,500 －4009有法

土２建２と２鋼２舗２園２
福岡県田川市大字伊加利２１８７－６〒825-0001

敷地　雄介001189

TEL 0944-73-7016

有明道路（株） 10,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１
福岡県柳川市大和町豊原５２８〒839-0242

黒田　廣道001192

TEL 0949-32-0427

荒牧建設工業（有） 5,000 －4004無法

土１建１電１管１舗１園１水１
福岡県宮若市本城１８３０〒823-0003

荒牧　政紀001195

TEL 0947-32-2409

（株）秋田建設 20,000 －4009無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２解２
福岡県田川郡香春町大字高野１１１２－３〒822-1403

山田　誠001198

TEL 0944-52-7543

アサヒプロダクト（株） 30,000 －4003有法

管１機１
福岡県大牟田市新港町６〒836-0061

原田　正典001232

TEL 0949-43-1060

安部ガナイト工業（株） 25,000 －4004有法

左１と１絶１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３０２４－４３〒807-1312

安部　剛001260

TEL 092-551-1559

曙電気工業（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市城南区長尾３－９－２９〒814-0123

井上　恒晴001340

TEL 092-504-3106

（株）アサヒアルファ 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市博多区金の隈１－１９－３５〒812-0863

和田　健義001350

TEL 0930-31-0037

英建設 －4005無個

土１舗１水１解１
福岡県築上郡築上町大字安武１３５６－１５〒829-0111

有吉　勝男001380

TEL 093-571-3822

（有）浅倉工業所 3,300 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１
福岡県北九州市小倉北区篠崎３－１３－４６〒803-0861

浅倉　元則001396

TEL 0949-23-0211

浅田鉄工（株） 20,000 －4004有法

タ１鋼１機１
福岡県直方市大字上新入字来ル見１６７７－８〒822-0033

浅田　毅001415

TEL 092-473-8106

弥生建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市博多区板付１－６－９〒816-0888

合庭　雄治001418

TEL 093-601-0515

（有）安藤工業 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市八幡西区鷹見台３－１０－１３〒807-0853

安藤　数利001455
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TEL 092-441-8306

東機械工業（株） 10,000 －4001有法

管１機１水１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－５〒812-0016

永安　勉001464

TEL 093-223-2255

芦屋産業（株） 10,000 －4008無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県遠賀郡芦屋町浜口町９－１２〒807-0132

小野　啓一郎001472

TEL 0930-52-2408

愛國産業（有） 3,000 －4005無法

土１建１舗１
福岡県築上郡築上町大字広末５８９〒829-0103

末次　國隆001475

TEL 092-871-4200

青柳建設（株） 40,000 －4001無法

土２と１石１鋼１舗２し１水２
福岡県福岡市早良区田村６－１５－２０〒814-0175

青柳　和正001478

TEL 093-631-3671

（有）安藤築炉 5,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡西区岡田町５－７〒806-0033

安藤　邦浩001503

TEL 092-731-0801

朝日無線（株） 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区薬院１－４－５〒810-0022

今村　哲朗001505

TEL 092-935-5300

（有）相部設備工業 5,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県糟屋郡志免町志免東３－５－６〒811-2243

相部　健一001519

TEL 092-641-1661

有田設備（株） 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市東区箱崎４－１１－２１〒812-0053

梅﨑　博一001526

TEL 093-643-2868

（株）荒木工作所 10,000 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石１－２〒806-0004

荒木　健吾001558

TEL 093-617-6100

アスカホーム（有） 6,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－１３－１〒807-1261

赤松　直木001568

TEL 0944-52-2613

（有）荒木設備工業 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市大字歴木１８０７－９９〒837-0924

河野　鈴恵001576

TEL 093-475-3738

秋本機材（株） 30,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区下吉田２－１８－１１〒800-0203

西村　千尋001585

TEL 092-567-0286

（有）赤時工務店 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区桧原５－２４－３２〒811-1355

赤時　徹義001593
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TEL 093-661-6226

（株）足立工作所 30,000 －4008無法

土２管２鋼２機２水２清１
福岡県北九州市八幡東区前田２－４－１９〒805-0069

足立　壮生001625

TEL 092-851-8462

（株）アオヤギ 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区原６－１３－３〒814-0022

淵本　紘一001632

TEL 092-891-1819

（株）愛宕建設工業 20,000 －4001無法

土２と２舗２水２
福岡県福岡市西区石丸１－１５－１４〒819-0025

　山　修一001633

TEL 0949-28-1311

有田建設（株） 40,000 －4004有法

土２建２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県直方市大字植木２１３３－１〒822-0031

有田　義広001659

TEL 093-473-5802

（株）葵設備工業 40,000 －4008無法

土１建１管２機１水１
福岡県北九州市小倉南区長野１－１９－３〒800-0228

将口　利秋001663

TEL 092-712-0755

（株）アポロ電子 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市中央区六本松２－１１－８〒810-0044

一ノ瀬　圭三001671

TEL 092-804-1288

（株）秋山工業 15,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市早良区重留４－１４－２３〒811-1101

中嶋　有志001703

TEL 092-561-6988

（有）アポロ電気工事商会 5,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市南区清水３－２２－１５〒815-0031

北口　剛一001710

TEL 0948-22-9589

（有）安藤工務店 5,000 －4010無法

土１建１と１解１
福岡県飯塚市椿６０７－１５〒820-0084

安藤　茂徳001721

TEL 093-671-3911

（株）東建設 40,000 －4008有法

土２建２大２と２屋２タ２舗２塗２防２内２解２
福岡県北九州市八幡東区春の町５－５－７〒805-0050

東　泰次001741

TEL 0949-42-5841

荒井工業（有） 10,000 －4004無法

と１タ１塗１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延１４９８〒807-1305

荒井　泰雅001769

TEL 093-961-6673

（有）あんぐる 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区志井３－３－１３〒802-0985

山本　幸雄001813

TEL 093-282-4037

（有）青木電設 10,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡岡垣町山田峠１－２－８〒811-4223

青木　茂001815
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TEL 092-512-7430

技研防水工業（有） 10,000 －4001無法

と１屋１塗１防１内１
福岡県福岡市南区清水３－７－７〒815-0031

永松　康嗣001825

TEL 09496-2-5988

（株）アリオ建設工業 20,000 －4004無法

土２建２と２水２
福岡県鞍手郡小竹町大字新多１３８２〒820-1104

佐々木　宣男001833

TEL 092-924-6366

辰己建設 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字山口３６２６－２〒818-0046

荒瀬　辰己001844

TEL 0942-34-7643

（株）麻生工務店 20,000 －4002無法

土１建２と２屋２塗２防２内２
福岡県久留米市津福本町２１９〒830-0047

麻生　隆一001867

TEL 092-414-1876

（株）ホワイトハウス 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２０－２７－３０１〒812-0016

天野　延至001882

TEL 092-806-0127

（株）秋山電気商会 25,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市西区今宿２－１－４〒819-0167

秋山　寛行001913

TEL 092-925-2312

すまい乃赤池 －4011無個

建１
福岡県太宰府市三条３－１０－１５〒818-0111

赤池　宏美001922

TEL 093-618-2251

有田建設（株） 20,000 －4008有法

土１と１舗１し１園１水１解１
福岡県北九州市八幡西区香月中央４－７－１６〒807-1102

有田　曻生001930

TEL 0944-86-4774

荒木電設（有） 10,000 －4003無法

電１通１
福岡県大川市大字下牟田口７７３－１〒831-0023

荒木　林司001934

TEL 092-595-1185

アビル工業（株） 40,000 －4011有法

土２と２舗２塗２水２
福岡県春日市大字上白水１２９６〒816-0844

阿比留　史年001941

TEL 092-582-0220

アユミ電業（株） 40,000 －4001無法

と１電２管１通１
福岡県福岡市博多区光丘町２－３－８〒812-0874

今村　貴士001954

TEL 093-391-0007

（株）安全物産 10,000 －4008有法

土１と１舗１塗１
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上３－７－２２〒800-0024

大野　良太郎001976

TEL 093-671-2200

（株）旭電機工業所 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区尾倉１－１３－１７〒805-0059

中村　篤001977
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TEL 093-618-4538

（株）安部工務店 65,000 －4008無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市八幡西区真名子２－３－３５〒807-1114

安部　清美001995

TEL 092-731-4111

（株）今林工務店 98,000 －4001無法

建２大２と２解２
福岡県福岡市中央区薬院１－４－３〒810-0022

今林　保002027

TEL 0942-77-0383

今川建設（株） 20,000 －4002無法

土１建１舗１
福岡県三井郡大刀洗町本郷１２６３－２〒830-1211

今川　静雄002081

TEL 092-565-2850

（有）井上建具店 6,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市南区花畑２－１７－２３〒811-1358

井上　吾朗002083

TEL 092-626-3237

（株）飯田工務店 45,000 －4001無法

土１建２
福岡県福岡市博多区空港前５－５－５〒812-0002

小山田　義人002142

TEL 09432-2-5019

伊藤工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市津江７５２－２〒834-0024

伊藤　重雄002146

TEL 0930-22-0168

（株）井本冷熱 22,000 －4005無法

土２管２水２
福岡県行橋市大字高来１９４〒824-0078

井本　賢隆002149

TEL 092-938-4150

（株）岩村製作所 10,000 －4001無法

建１鋼１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４－３－６〒811-2315

岩村　壽一002158

TEL 093-561-6060

以和貴商事（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１石１舗１し１内１水１
福岡県北九州市小倉北区愛宕１－３－３〒803-0828

澁谷　吉彦002162

TEL 093-541-3331

石川金属工業（株） 99,500 －4008有法

管１塗１機１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸２－１〒802-8512

石川　重喜002165

TEL 092-641-5141

イワタ工業（株） 17,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－７－９〒812-0051

岩田　弘文002171

TEL 092-541-4301

（株）岩堀工務店 35,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市南区若久２－３３－１８〒815-0042

金子　泰大002201

TEL 0942-53-1111

池田建設（株） 20,000 －4007有法

土２建１と２管１舗２園１水２解２
福岡県筑後市大字野町３１２〒833-0032

中島　美代子002203
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TEL 092-663-6165

（株）城東コーポレーション 25,000 －4001無法

土１管１舗１水１
福岡県福岡市東区八田１－７－３２－１０３〒813-0031

諌山　幸一002211

TEL 092-881-7850

石橋建設（株） 50,000 －4001無法

と１タ１
福岡県福岡市西区下山門４－１６－１２〒819-0052

石橋　和彦002217

TEL 0949-28-9901

岩山産業（株） 25,000 －4004有法

電２機１
福岡県鞍手郡鞍手町猪倉３６４〒807-1301

岩屋　憲二002228

TEL 0946-25-0200

（株）泉組 20,000 －4006有法

土２と２舗２水２解２
福岡県朝倉市秋月８９５〒838-0001

泉　吉政002230

TEL 0940-42-0323

（株）井上建設 40,000 －4008有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２
福岡県福津市中央６－２－２８〒811-3217

井上　重信002237

TEL 093-618-3154

今本工業（株） 10,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市八幡西区大字野面２００８－４〒807-1262

今本　健一002242

TEL 092-951-6400

（株）石崎建設 20,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市大字西畑５５３－１〒811-1246

石崎　辰男002309

TEL 092-531-2135

（株）井上組 30,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市南区大楠２－１－１３〒815-0082

井上　哲弥002319

TEL 093-581-3311

板井築炉（株） 50,000 －4008有法

土２と２タ１舗２塗２
福岡県北九州市小倉北区西港町８９－１０〒803-0801

板井　一正002392

TEL 093-921-8757

（株）石﨑組 30,000 －4008無法

建２大１屋１内１
福岡県北九州市小倉北区白銀１－１２－２〒802-0074

石﨑　弘義002411

TEL 093-381-0671

（有）井上板金加工所 4,500 －4008無法

板１
福岡県北九州市門司区大里本町２－３－４〒800-0063

井上　年生002412

TEL 093-481-5008

（株）イワイ工業 20,000 －4008有法

建１大１
福岡県北九州市門司区大字伊川１９５１－２〒800-0101

宮城　泰治002415

TEL 0942-26-4951

イクノ冷熱工業（株） 20,000 －4002無法

電１管２
福岡県久留米市荒木町白口１２５１－２〒830-0062

井上　重敏002416
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TEL 092-861-7111

石井建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区有田４－２７－８〒814-0033

石井　賢司002434

TEL 092-871-1587

（株）井口工務店 30,000 －4001無法

建２解２
福岡県福岡市城南区堤１－１３－４３〒814-0151

吉田　良子002455

TEL 0942-44-0890

伊東建設（株） 45,000 －4002無法

土２舗２水２
福岡県久留米市高良内町１６７５－１〒839-0852

伊東　博史002457

TEL 093-321-0306

岩本工業（株） 30,000 －4008無法

土１建１と１舗１塗１園１水１解１
福岡県北九州市門司区長谷２－３－１４〒801-0861

青山　富郎002466

TEL 093-561-1647

（株）石田組 20,000 －4008無法

土２建２と２舗１し２塗２防２内２水１解２
福岡県北九州市小倉北区井堀４－１０－２〒803-0835

白石　陽一002476

TEL 092-924-2675

入江建設（株） 20,000 －4011有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県筑紫野市上古賀１－１２－１０〒818-0041

入江　英二002507

TEL 0948-22-0208

（株）諫山組 15,000 －4010無法

土１建１と１
福岡県飯塚市柏の森５４０－８〒820-0011

諌山　政直002511

TEL 0948-23-0249

（株）石山工業 20,000 －4010無法

土１建１と１塗１水１解１
福岡県飯塚市中１０８８－１〒820-0065

石山　貴尉002546

TEL 092-401-5252

（株）伊藤塗装店 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区別府３－９－３６〒814-0104

岡　義博002605

TEL 0942-72-2328

板並建設（株） 10,000 －4002無法

建１
福岡県小郡市小郡２３９０－１〒838-0141

板並　伴六002619

TEL 092-881-0010

岩本工業（株） 21,000 －4001有法

土２と２舗２水２
福岡県福岡市西区愛宕２－１９－３７〒819-0015

岩本　滋昌002625

TEL 093-381-0571

（株）井上組 31,000 －4008有法

土２建２舗１園１
福岡県北九州市門司区羽山１－４－１４〒800-0005

井上　久誠002639

TEL 093-244-0145

（株）イワサキ 50,000 －4008無法

土２と２石２電２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県中間市中央２－６－２６〒809-0030

園田　真002651
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TEL 0948-22-1570

（株）石川工務店 35,000 －4010無法

土１石１電２鋼１
福岡県飯塚市忠隈３９８－１〒820-0071

石川　陽志002656

TEL 0930-56-1724

（有）一木工業 5,600 －4005有法

土１建１大１と１石１管１タ１鋼１筋１舗１し１塗１機１水１解１
福岡県築上郡築上町大字越路５２８－１〒829-0332

一木　良二002669

TEL 09437-6-2888

（株）岩佐工務店 20,000 －4002無法

建１防１
福岡県うきは市吉井町千年３９１－１〒839-1304

岩佐　昌洋002691

TEL 0949-32-0936

石戸産業（株） 30,000 －4004有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県宮若市磯光１６７１〒823-0004

石戸　英志002698

TEL 0948-22-0358

（株）飯塚タイル商会 10,000 －4010有法

建１タ１
福岡県飯塚市鯰田２２８５〒820-0001

坂口　高昭002702

TEL 092-891-3434

井上工業（株） 20,000 －4001無法

土２管２水２
福岡県福岡市西区福重５ー５ー６〒819-0022

井上　昌剛002732

TEL 0947-44-3235

（有）石見商会 30,000 －4009有法

土１管２水１消１
福岡県田川市栄町２－８〒825-0011

野田　大介002772

TEL 093-571-2419

（有）岩本工業 10,000 －4008無法

土１と１管１機１
福岡県北九州市小倉北区許斐町１〒803-0803

岩本　勝幸002785

TEL 092-504-1592

（株）井上興業 30,000 －4011有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県大野城市乙金東１－１２－３８〒816-0901

井上　房一002858

TEL 092-922-8111

（株）一新工業 21,700 －4011無法

土１管２水１
福岡県筑紫野市上古賀４－８－８〒818-0041

井筒　康人002888

TEL 0948-22-5673

（有）入江電気工事店 17,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市潤野１１１２－２〒820-0021

瓜生　成興002925

TEL 092-710-3570

（株）伊藤金属 18,000 －4011無法

建１板１内１具１
福岡県那珂川市大字上梶原７７８－２０〒811-1223

原　源一002934

TEL 0944-63-6195

今村産業（株） 20,000 －4003有法

土２と２石２舗２し２園１水２解２
福岡県みやま市瀬高町太神１２７９－１〒835-0013

今村　貢002992



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

10頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-431-3731

伊原金属（株） 80,000 －4001有法

建１と１屋１鋼１具１
福岡県福岡市博多区博多駅東３－８－３〒812-0013

伊原　和子002999

TEL 09437-5-2745

浮羽塗装工業（株） 10,000 －4002無法

塗１防１
福岡県うきは市吉井町１１６５〒839-1321

西田　功003020

TEL 093-962-6122

上田建設工業（株） 20,000 －4008無法

土２と２石２舗２水２
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－２４－１６〒802-0979

上田　勝之003038

TEL 0943-24-2171

牛島電機工業（株） 20,000 －4007有法

土２建２と２電２管２鋼２舗２水２
福岡県八女市本村４２５－８５〒834-0063

牛島　弘人003047

TEL 092-431-4414

内山体育施設（株） 10,000 －4001有法

と１機１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１７－１〒812-0016

原口　透003049

TEL 0944-52-5317

内野建設工業（株） 30,000 －4003無法

土２建２と２水２解２
福岡県大牟田市三坑町１９－１５〒836-0825

内野　亨栄003054

TEL 093-533-0818

（株）ウテナ 10,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉北区末広２－３－２６〒802-0012

谷口　彰003057

TEL 0944-54-2261

内田鉄工（株） 25,000 －4003有法

と１管２鋼１機１
福岡県大牟田市大字手鎌１８９５〒836-0004

内田　一良003076

TEL 093-481-0117

（株）内山組 25,000 －4008無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市門司区吉志３－７－２９〒800-0114

内山　憲二003087

TEL 092-844-2511

（株）朝日プラント 40,000 －4001無法

管２水２消１
福岡県福岡市城南区別府３－１４－２７〒814-0104

玉置　順男003088

TEL 092-586-6266

（株）梅野工務店 20,000 －4011無法

建２
福岡県大野城市御笠川２－７－８〒816-0912

梅野　伸幸003122

TEL 093-881-5555

（株）浮城工務店 30,000 －4008有法

建２
福岡県北九州市戸畑区牧山２－３－５〒804-0053

浮城　守003130

TEL 093-661-0145

上田建設工業（株） 36,000 －4008無法

土２建２と２屋２鋼２舗２塗２防２内２具２水２解２
福岡県北九州市八幡東区宮田町７－６〒805-0009

光吉　克明003131
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TEL 092-804-5384

（株）上田組 20,000 －4001有法

建２大２
福岡県福岡市早良区内野７－２７－１〒811-1123

上田　光廣003132

TEL 0942-51-3030

（株）上野製作所 20,000 －4002有法

電２機１通１
福岡県久留米市荒木町荒木１－７〒830-0063

上野　時生003141

TEL 092-411-2191

内田電工（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市博多区東那珂１－１２－２８〒812-0892

内田　宗喜003151

TEL 0940-52-0043

（株）占部組 20,000 －4008有法

土２建２大２左２と２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２塗２防２内２絶２具２水２
福岡県福津市津屋崎３－１７－１〒811-3304

矢野　充一003174

TEL 0942-43-6607

（名）上野工務店 10,000 －4002無法

建１と１塗１防１
福岡県久留米市高良内町５１６〒839-0852

上野　茂喜003188

TEL 092-292-5731

（株）牛尾商店 36,000 －4001有法

土１と１舗１塗１
福岡県福岡市東区松島３－８－１２〒813-0062

牛尾　成吉003195

TEL 092-511-3121

（株）浮羽工務店 35,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市南区柳河内１－２－１２〒815-0063

石井　敏彦003197

TEL 0942-33-3156

梅原建設（株） 20,000 －4002有法

土２建２解２
福岡県久留米市本町１５－２５〒830-0044

梅原　英二003207

TEL 092-281-2941

（有）梅熊組 8,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市博多区上呉服町３－１９〒812-0036

梅津　竜次003225

TEL 092-611-5688

（株）梅月 50,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１
福岡県福岡市東区原田１－３０－５１〒812-0063

梅月　智子003245

TEL 0948-28-8228

（有）碓井電気商会 20,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市忠隈３３８－２〒820-0071

手島　惠美子003290

TEL 092-871-1882

（有）梅野硝子工業 3,000 －4001有法

ガ１
福岡県福岡市早良区賀茂１－５－１５〒814-0164

梅野　信003292

TEL 092-894-8110

（有）瓜生冷凍 3,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市西区大字金武７７９－７〒819-0035

瓜生　義博003345
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TEL 092-591-2655

（有）内山工務店 20,000 －4011有法

建２大２
福岡県大野城市筒井２－３－４６〒816-0931

内山　嘉章003384

TEL 093-591-0100

上鍋機設工業（株） 10,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区今町３－１８－２２〒803-0862

上鍋　謙治003407

TEL 093-662-1267

（有）フロイデ 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡東区春の町５－６－５－１０６〒805-0050

辻　シゲ子003410

TEL 092-933-8500

（株）内田鈑金 10,000 －4001無法

管１板１
福岡県糟屋郡宇美町大字炭焼１１４８－１〒811-2102

中村　弘志003411

TEL 093-931-2057

（有）植地硝子商店 3,000 －4008有法

ガ１
福岡県北九州市小倉北区黒住町２５－２５〒802-0056

植地　照夫003424

TEL 092-271-0411

梅崎防災（株） 5,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市博多区冷泉町２－３１〒812-0039

梅崎　香一003429

TEL 0944-75-1010

梅崎石材産業（有） 10,000 －4003無法

石１
福岡県柳川市古賀４０３〒832-0082

梅﨑　茂幸003430

TEL 093-293-3054

打越建設 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡遠賀町若葉台２－１〒811-4323

打越　繁治003439

TEL 0944-86-4053

（株）内田建装 10,000 －4003無法

建１大１内１
福岡県大川市大字中古賀５１１－１〒831-0006

内田　一幸003457

TEL 093-617-2609

有働塗装 －4008有個

塗１
福岡県北九州市八幡西区香月西２－１１－１０〒807-1103

有働　陽隆003532

TEL 092-691-3806

（株）上原重建工業 8,000 －4001無法

と１機１
福岡県福岡市東区土井１－２４－１８〒813-0032

上原　輝明003552

TEL 093-381-9726

（株）上山工務店 11,000 －4008無法

左１と１
福岡県北九州市門司区西新町１－５－９〒800-0056

上山　孝人003576

TEL 092-283-6006

占部建設（株） 50,000 －4001有法

建２と２鋼２解２
福岡県福岡市博多区石城町１２－５〒812-0032

占部　歓久003591
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TEL 093-611-2651

（有）上村工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区上上津役５－１６－２〒806-0072

上村　博康003612

TEL 0948-25-5544

拓産体育施設 －4010無個

土１
福岡県飯塚市目尾３９８－２〒820-0062

内橋　君之003626

TEL 0942-44-4181

（株）梅野工務店 20,000 －4002無法

土２建２管２舗２水２
福岡県久留米市高良内町２９４４－８１〒839-0852

戸田　誠二003668

TEL 0944-73-3623

（株）梅崎工業 20,000 －4003無法

土２と２管２舗２し２水２消１
福岡県柳川市片原町２２－１〒832-0041

梅崎　義一003670

TEL 092-504-4131

上野電設工業 －4001無個

電１消１
福岡県福岡市博多区立花寺２－２１－１５〒812-0862

上野　弘典003730

TEL 093-791-1253

牛浜産業（株） 6,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市若松区南二島２－３－２８〒808-0109

牛濵　博志003742

TEL 0930-42-2187

緑地建設弘楽園 －4005無個

土１と１舗１園１
福岡県京都郡みやこ町犀川下高屋１７０－１〒824-0201

上野　貞毅003749

TEL 09437-7-2563

浮羽ボーリング設備（株） 10,000 －4002有法

土１管１井１
福岡県うきは市浮羽町東隈上３１０－１０〒839-1403

福嶋　逸人003765

TEL 093-331-5140

（有）内田工務店 3,000 －4008無法

土１建１大１内１
福岡県北九州市門司区旧門司２－１４－１〒801-0854

内田　直昭003768

TEL 093-761-2883

内村工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区上原町１３－１９〒808-0015

内村　勝蔵003777

TEL 093-691-0340

（有）内田鉄筋工業 5,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市八幡西区御開３－１８－８〒807-0806

内田　吉雄003781

TEL 093-617-2035

臼井建設（株） 9,998 －4008無法

土１建１と１石１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区茶屋の原２－１４－１４〒807-1134

臼井　親雄003794

TEL 092-881-5377

植村建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区生の松原３－１９－２４〒819-0055

植村　昇003797
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TEL 092-408-8111

内野金網（株） 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市南区清水４－６－７〒815-0031

内野　浩文003811

TEL 0946-22-0326

上村建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市頓田４１９－４〒838-0064

上村　信純003815

TEL 092-801-7161

（有）浦川工業 3,000 －4001無法

土１建１左１と１
福岡県福岡市城南区東油山４－１２－１０〒814-0155

浦川　貴憲003841

TEL 093-246-0846

内海工務店 －4008無個

建１
福岡県中間市通谷６－１１－１８〒809-0018

内海　渡003849

TEL 092-607-0022

（株）海山組 30,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市東区塩浜１－１０－５０〒811-0203

海山　次貴003864

TEL 0940-33-5758

上羽工務店 －4008無個

建１
福岡県宗像市須恵４－２９－３１〒811-3405

上羽　磨003866

TEL 0942-21-8304

植田管工設備（株） 5,000 －4002無法

土１管１
福岡県久留米市南４－２９－２２〒830-0051

内田　締男003868

TEL 09493-3-1940

上田建設 －4004無個

土１建１
福岡県宮若市本城１９４３－５〒823-0003

上田　政敏003895

TEL 0942-21-0435

（有）牛島サッシ 3,000 －4002無法

具１
福岡県久留米市藤山町６４０〒830-0053

牛嶋　淳輔003897

TEL 093-475-0679

梅木工務店 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区上貫２－３－１６〒800-0244

梅木　敏高003918

TEL 092-862-0935

浦越組 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市城南区梅林５－５０－２３〒814-0144

浦越　好伸003919

TEL 093-592-0516

（株）梅田造園土木 37,000 －4008無法

土１建１と１石１舗１園２解１
福岡県北九州市小倉北区篠崎３－２２－５〒803-0861

梅田　親史003922

TEL 0930-52-2476

（株）ウエダ 90,000 －4005無法

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
福岡県築上郡築上町大字上別府５７９－１〒829-0105

上田　信輝003923
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TEL 092-725-2651

（株）器工房 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区笹丘２－２２－６〒810-0034

大西　庸元003924

TEL 093-222-3740

（有）潮建設 3,000 －4008無法

土１建１と１舗１解１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿２２６７－１〒807-0141

中西　浩二003942

TEL 0946-24-6965

（株）浦設備工業 20,000 －4006無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２消１解２
福岡県朝倉市三奈木４９５５－２〒838-0023

江上　久次003949

TEL 092-473-2848

有働建設（株） 25,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市博多区東比恵４－２－１３－３０２〒812-0007

有働　信幸003956

TEL 093-631-2819

（株）梅村組 30,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区穴生４－２－７〒806-0049

梅村　広行003960

TEL 093-701-3922

（株）宇佐美運輸機工 30,000 －4008有法

建１と１舗１機１
福岡県北九州市若松区南二島４－１６－６〒808-0109

宇佐美　正則003961

TEL 0942-34-0334

（株）内野三建設 30,000 －4002無法

土１建２塗２防２内２具２解２
福岡県久留米市宮ノ陣町八丁島１３３－６〒839-0805

内野　英雄003963

TEL 093-621-0868

上野産業（株） 15,000 －4008有法

と１機１
福岡県北九州市八幡西区築地町１６－１３〒806-0001

上野　建児003969

TEL 093-883-0235

（有）有喜設備商会 3,000 －4008無法

土１管１水１消１
福岡県北九州市戸畑区椎ノ木町１０－１６〒804-0033

浦村　博003984

TEL 092-612-5121

上政工業（株） 30,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市東区松島１－２４－７〒812-0062

井上　政一003991

TEL 093-671-0302

内海塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区紅梅２－８－７〒806-0011

内海　省次郎003993

TEL 093-651-3027

（有）上野建装 5,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１解１
福岡県北九州市八幡東区東山２－１０－１〒805-0026

上野　千加003998

TEL 092-985-1892

（株）浦田建設 10,000 －4011無法

土１と１舗１水１
福岡県那珂川市後野１－４－９－２０３〒811-1241

浦田　仙幸004000
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TEL 092-871-5253

（有）江副商店 7,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区原８－６－１５〒814-0022

江副　裕紀004003

TEL 092-271-3751

（株）栄進建設 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区古門戸町５－１８〒812-0029

稲舛　積004036

TEL 0947-32-2317

（株）江藤 20,000 －4009有法

土２建２と２管１解２
福岡県田川郡香春町大字採銅所３２６３－１〒822-1401

江藤　忠典004040

TEL 092-881-0480

（株）江藤組 10,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区姪浜６－２－２７〒819-0002

江藤　憲一004042

TEL 0942-78-6637

（株）ハシモトＣＳ 17,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市北野町十郎丸１５２１－３〒830-1121

橋本　昇004056

TEL 092-621-8751

栄進電機工業（株） 12,000 －4001無法

電１管１機１
福岡県福岡市東区多の津５－３２－３６〒813-0034

森岡　秀美004067

TEL 0942-47-1020

（株）江藤建設 28,000 －4002無法

土１建１と１舗１水１
福岡県久留米市善導寺町飯田８８１－４〒839-0824

江藤　泰孝004075

TEL 092-511-6905

（株）エイショウ 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市南区長住５－１－５〒811-1362

田中　繁004082

TEL 0946-22-6565

永露建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市平塚１１０６〒838-0059

永露　新004094

TEL 093-341-8328

江田建設（株） 10,000 －4008無法

土１建１舗１水１
福岡県北九州市門司区白野江２－１０－１〒801-0802

江口　榮太郎004104

TEL 092-621-0077

（株）恵利工務店 20,000 －4001有法

建２大２と２屋２塗２防２内２具２解２
福岡県福岡市東区松島２－７－１２〒812-0062

日吉　久004116

TEL 093-371-1221

永和工業（株） 10,000 －4008無法

管１機１消１
福岡県北九州市門司区松原２－３－５〒800-0064

原田　素子004147

TEL 093-452-0630

榎本工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区長行東３－１５－８〒803-0273

榎本　和也004150
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TEL 0942-41-3328

九州技建（株） 35,000 －4002無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県久留米市北野町石崎１２４－１〒830-1116

池田　洋一004166

TEL 092-985-3986

円賀工業（株） 5,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市南区塩原４－１－７〒815-0032

髙場　康一004169

TEL 092-862-6648

（株）圓建設 42,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市早良区賀茂２－３５－７〒814-0164

村田　靖浩004172

TEL 092-503-1743

栄共電設（株） 30,000 －4001無法

土１と１電２通１
福岡県福岡市博多区金の隈２－３－１２〒812-0863

安東　泰信004189

TEL 0944-52-3255

圓佛産業（株） 75,000 －4003有法

建１屋１タ１内１
福岡県大牟田市不知火町２－１－１４〒836-0843

圓佛　英之004211

TEL 093-381-7666

衛藤住建 －4008有個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区柳町１－１０－１０〒800-0025

衛藤　達彦004213

TEL 092-327-0414

江川建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩初３９〒819-1312

江川　曻一004269

TEL 092-935-3939

（株）エフキャスト 10,000 －4001有法

鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１２５７－１０〒811-2112

古屋　裕司004270

TEL 0944-73-2031

（株）江﨑洋瓦本店 10,000 －4003有法

屋１
福岡県柳川市三橋町柳河１１２－１〒832-0806

江﨑　聡004285

TEL 092-526-8311

（株）永和興産 20,000 －4001有法

電２通１消１
福岡県福岡市中央区清川３－２８－１２〒810-0005

松本　武造004292

TEL 092-611-5817

栄興建設（株） 20,000 －4001有法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市東区原田１－１－２１〒812-0063

吉村　信幸004297

TEL 0942-39-3180

（株）久留米空調サービス 20,000 －4002無法

管２
福岡県久留米市津福今町２１９－６〒830-0061

福島　佳隆004306

TEL 092-581-6111

英福工業（株） 20,000 －4001無法

土１管１機１
福岡県福岡市南区井尻１－３７－３２－３０１〒811-1302

後藤　良夫004313
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TEL 093-791-3711

エスアイ技研（株） 10,000 －4008有法

電１管１機１
福岡県北九州市若松区南二島２－３－２３〒808-0109

石津　朗004324

TEL 093-932-1520

（有）栄光電設 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１１－２２〒802-0072

永野　豊004333

TEL 0944-53-8277

（有）江崎工業 3,000 －4003無法

土１
福岡県大牟田市宮原町２ー２２５ー２〒836-0875

藤本　裕治004337

TEL 092-565-0801

江崎電気工事 －4001無個

電１
福岡県福岡市南区向新町２－２８－４〒811-1345

江崎　豊004350

TEL 092-920-8100

栄進工業（株） 34,000 －4011有法

筋１
福岡県筑紫野市岡田３－１０－５〒818-0013

松本　一彦004366

TEL 09446-3-7557

（株）江上組 30,000 －4003有法

建１
福岡県みやま市瀬高町下庄２４６０－１〒835-0024

江上　昂介004369

TEL 092-551-0231

エイリツ電子産業（株） 50,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市南区柳河内１－２－５０〒815-0063

栗原　直樹004388

TEL 0930-24-3338

（株）荏原電気 20,000 －4005無法

電２管１
福岡県行橋市大字大野井７８６－４〒824-0041

秋吉　浩明004394

TEL 092-803-0521

永和防水（株） 10,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区田村５－１９－４１〒814-0175

松本　順二004396

TEL 092-942-2293

（有）栄信設備商会 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県古賀市天神５－７－７〒811-3101

杷野　隆美004410

TEL 092-571-2575

江藤鋼業（有） 5,000 －4011無法

鋼１
福岡県大野城市仲畑１－２６－３〒816-0921

江藤　幸正004411

TEL 0942-21-1388

エイト商事（株） 10,000 －4002有法

タ１
福岡県久留米市国分町１２８６〒839-0863

鶴久　善博004450

TEL 0942-77-2704

エコー住宅産業（有） 10,000 －4002有法

土１建１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈１３２４－１２〒830-1226

古賀　久雄004461
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TEL 092-565-8133

江川工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区野多目６－７－１３〒811-1347

江川　重行004470

TEL 092-512-9786

戎工業（株） 20,000 －4001無法

塗２防２内２
福岡県福岡市南区寺塚１－２６－５〒815-0074

大石　周司004471

TEL 092-894-7555

ホゼン（株） 30,000 －4001有法

土１と１塗１解１
福岡県福岡市西区野方４－５－３９〒819-0043

山下　鉄太郎004491

TEL 092-552-4816

エスディ建築（株） 20,000 －4001無法

建２内２
福岡県福岡市南区西長住１－１２－３５〒811-1361

篠隈　健一004504

TEL 092-804-1581

（株）エクステリア松下 10,000 －4001無法

土１と１タ１水１解１
福岡県福岡市早良区東入部３－３－７－１０１〒811-1102

松下　弘行004509

TEL 092-737-8338

真都市開発（株） 50,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市中央区舞鶴２－２－３〒810-0073

檜作　徳之004519

TEL 0944-55-3939

（株）エムジーケイ 47,000 －4003有法

防１機１
福岡県大牟田市入船町１－３２〒836-0063

兼行　美奈子004523

TEL 092-521-8960

英建産業（有） 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市中央区平尾３－２２－３〒810-0014

新谷　和久004532

TEL 092-807-0547

エトウ工業（株） 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市西区今宿町２８２－５〒819-0164

江藤　矗004537

TEL 092-943-5409

（株）江川産業 15,000 －4001有法

土１と１舗１水１解１
福岡県古賀市千鳥４－５－１２〒811-3113

畑島　敬義004539

TEL 0947-42-6323

（株）永和ビルテック 21,000 －4009無法

土１電１管２機１水１消１
福岡県田川市大字川宮９１５－１〒826-0042

中村　克己004543

TEL 0930-22-2679

（有）江副木工所 5,000 －4005無法

建１具１
福岡県行橋市大橋３－４－３〒824-0003

江副　安友004545

TEL 0944-62-3430

（有）江﨑建設 5,000 －4003無法

土１舗１
福岡県みやま市瀬高町太神８９７－１〒836-0013

江﨑　誠004546
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TEL 093-282-1222

永順産業（株） 70,000 －4008有法

土１と１石１舗１水１
福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉１２２９〒811-4205

神村　武志004548

TEL 093-771-5722

（株）永善建設 10,000 －4008無法

土１建１大１屋１内１
福岡県北九州市若松区棚田町１－３〒808-0042

梅田　和美004561

TEL 092-807-0584

（有）エリガント電業社 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市西区周船寺２－１４－２９〒819-0373

江ロ　登004565

TEL 0944-87-7595

枝光土木 －4003無個

土１
福岡県大川市大字下牟田口１３９０－１〒831-0023

枝光　弘幸004576

TEL 0930-25-8763

榎本建設 －4005無個

土１園１
福岡県行橋市大字下津熊１０４１－１〒824-0062

榎本　武治004577

TEL 0944-72-4601

江﨑建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市片原町２５－３〒832-0041

江﨑　浩二004583

TEL 092-501-4199

エトウ建設（株） 20,000 －4001有法

土２舗２水２
福岡県福岡市博多区諸岡３－１２－１４〒812-0894

浅上　由美004585

TEL 092-962-0206

（有）泰平建設 10,000 －4001有法

土１
福岡県糟屋郡新宮町大字上府５９８－７〒811-0117

江上　一恵004586

TEL 092-933-7875

（株）栄興技研 52,000 －4001有法

電２機１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘２－５－２７〒811-2108

大成　栄晴004598

TEL 0944-53-3858

白川塗装店 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市上白川町１－４８－２〒837-0926

江口　正道004599

TEL 0942-43-4388

（株）えがみ塗装 10,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市御井朝妻１－１－１３〒839-0842

江上　嘉隆004603

TEL 0944-56-2597

江崎建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市山上町３－１３０２〒836-0833

江崎　正敏004604

TEL 092-871-4969

（有）江藤造園 5,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市早良区大字西油山２９９－２〒814-0173

江藤　巴喜004605
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TEL 092-592-7621

（株）エース 3,000 －4011無法

電１通１
福岡県春日市一の谷４－２２〒816-0852

尼崎　一彦004606

TEL 092-871-1010

（株）エール 10,000 －4001無法

電１管１通１
福岡県福岡市城南区茶山４－１１－７〒814-0111

有吉　良市004618

TEL 093-332-3372

（株）エビス 20,000 －4008無法

管２機１消１
福岡県北九州市門司区鳴竹１－１０－３１〒801-0881

胡　忠宏004620

TEL 093-612-1760

（株）ナカヤマ 10,000 －4008無法

建１鋼１板１
福岡県北九州市八幡西区上上津役１－５－３〒806-0072

中山　武004628

TEL 093-871-7757

エネルギー資源（株） 10,000 －4008無法

井１
福岡県北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町１６－１９〒804-0024

片岡　藤季004634

TEL 092-596-4871

エスエスエンジニアリング（株） 10,000 －4011有法

建１管１
福岡県春日市惣利６－７７〒816-0813

佐野　正志004636

TEL 092-432-8787

（株）エアーテック 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市博多区東比恵３－２０－９〒812-0007

池田　寛004651

TEL 0944-53-2995

（有）江崎金物店 10,000 －4003有法

と１内１
福岡県大牟田市上官町１－１－２〒836-0866

江﨑　実治004656

TEL 092-603-1331

（株）エンジンドック 10,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市東区西戸崎２－２２－４８〒811-0321

金丸　和彦004667

TEL 0944-55-2651

（株）衛藤工務店 30,000 －4003有法

土２建２と２解１
福岡県大牟田市小浜町１－７－２〒836-0034

衛藤　嘉幸004672

TEL 092-928-7755

エース建設（株） 25,000 －4011有法

建２
福岡県太宰府市向佐野４－５－１９〒818-0135

簑原　辰彦004676

TEL 0942-45-7773

コンテック（株） 30,000 －4002無法

土２と２管１舗２し２水２解２
福岡県久留米市山川追分１－５－１Ａ〒839-0814

牛嶋　剛一004679

TEL 092-607-5738

（有）エスエス産業 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区和白５－２２－４０〒811-0202

助廣　悟004682
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TEL 092-895-5588

（株）エフ工業 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区野方６－１－３〒819-0043

深川　隆徳004684

TEL 0949-28-3091

エスエスエンジニア（株） 20,000 －4004無法

土１管２鋼１機１
福岡県直方市大字下境２１２３〒822-0007

添田　正晴004689

TEL 0979-82-4158

衛藤工務店 －4005無個

建１
福岡県豊前市大字六郎３４５－３〒828-0033

衛藤　智004700

TEL 092-565-3053

山手建設（株） 10,000 －4001無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区柏原３－８－９〒811-1353

山田　剛志004704

TEL 0944-58-4930

江頭鉄建（株） 10,000 －4003無法

建１鋼１
福岡県大牟田市大字宮崎３３３－２〒837-0903

江頭　與004707

TEL 0944-63-6530

（株）江﨑鉄工 10,000 －4003有法

建１と１鋼１
福岡県みやま市瀬高町上庄７６６－２〒835-0025

江﨑　龍也004721

TEL 0944-87-7756

（有）永島建設 3,000 －4003無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県大川市大字大野島１５８２－２〒831-0045

永島　哲也004723

TEL 0944-87-7137

（有）江頭建設 20,000 －4003有法

土２建１と２舗２し２水２解２
福岡県大川市大野島４０２１－１〒831-0045

江頭　正也004731

TEL 092-621-4516

（有）エイセイ協同 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市東区松島１－４－１９〒812-0062

木林　明004734

TEL 0944-72-8654

（有）えびす地建 3,000 －4003有法

土１建１と１管１水１
福岡県柳川市鬼童町２６－１〒832-0067

古賀　満004740

TEL 093-654-3900

（有）エヌ防災設備 4,100 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市八幡東区祝町２－７－４〒805-0041

鯰井　秀敏004748

TEL 0944-86-3348

栄和設備工業（有） 15,000 －4003無法

土１管１水１
福岡県大川市大字酒見５５５－１〒831-0016

江頭　真由美004749

TEL 093-963-2484

（株）エスケイテクノ 35,000 －4008無法

土２建２と２舗２塗２防２内２水２
福岡県北九州市小倉南区横代南町５－１０－１５〒802-0826

森田　仁志004750
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TEL 092-512-2122

（株）エー・エヌ・ホーム 60,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市南区向野１－１３－１〒815-0035

山本　隆幸004758

TEL 0943-77-2832

（有）江藤建設 36,000 －4002無法

土２舗２
福岡県うきは市浮羽町東隈上４６２－５〒839-1403

江藤　孝義004759

TEL 093-474-7385

宇都建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区上曽根３－２－１１〒800-0223

宇都　武人004760

TEL 0946-52-0244

江藤組 －4006無個

土１
福岡県朝倉市田中７４〒838-1312

江藤　正之004761

TEL 0948-57-2182

博美住建 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市小野谷１９５〒820-0314

江藤　博美004766

TEL 093-742-0331

遠藤土木（株） 40,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２
福岡県北九州市若松区青葉台南２－４－１４〒808-0142

遠藤　幸基004770

TEL 0943-42-2349

江田建設 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町本分９００－１〒834-1213

江田　成利004773

TEL 0930-22-6240

（有）永幸設備 5,000 －4005無法

土１建１管１
福岡県行橋市大字元永字新開７７７－３〒824-0015

永岡　守幸004780

TEL 0943-24-2976

鵜木建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町北山２８９７－２〒834-0085

鵜木　武夫004783

TEL 0942-53-5774

（株）エール 10,000 －4007有法

土１と１電１通１
福岡県筑後市大字熊野１０８－１４〒833-0055

松﨑　和幸004786

TEL 0942-62-6820

江島工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市城島町浮島７８５－２〒830-0221

江島　信幸004790

TEL 093-293-1620

（有）江頭トーヨー住器 8,000 －4008無法

ガ１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府４１４１〒811-4331

江頭　誠004797

TEL 0942-21-4520

（株）永幸建設 35,000 －4002有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県久留米市藤山町１－１〒830-0053

古賀　大貴004805
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TEL 0942-47-5711

（有）えとう石匠 3,000 －4002無法

土１石１園１
福岡県久留米市善導寺町飯田３９６－８〒839-0824

江藤　雅一004812

TEL 0944-62-4377

（有）江﨑工業 3,000 －4003無法

土１
福岡県みやま市瀬高町東津留１５９－２〒835-0017

江﨑　秀幸004816

TEL 092-692-0080

（有）エトウホームズ 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区みどりが丘３－３３－１８〒813-0021

江藤　秀雄004817

TEL 092-710-1780

（株）ＳＫＥ 17,000 －4011有法

土１と１し１機１井１
福岡県筑紫野市山家５０００－１〒818-0003

田川　政司004824

TEL 0947-82-1188

（有）エムエスハウゼ 5,000 －4009有法

建１
福岡県田川郡添田町大字添田１００９－１〒824-0602

荒木　光子004826

TEL 093-582-4754

（有）エーシーハウジング 5,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区木町３－２－２５〒803-0851

吉武　英治004838

TEL 092-874-2833

（有）エムエフルーフ 3,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市城南区樋井川６－１１－１０〒814-0153

松本　太004839

TEL 092-501-6245

（有）エトウ技建 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市博多区諸岡６－５－２４〒812-0894

江藤　一次004849

TEL 092-891-0417

衛藤工務店（有） 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市西区姪の浜５ー１８ー１８〒819-0002

衛藤　新二004853

TEL 092-803-2336

（株）エム・ケイ・システム 10,000 －4001無法

土１と１管１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区野芥８－１－３〒814-0171

近藤　拓志004855

TEL 0947-45-8191

（株）栄六津開発 38,000 －4009有法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県田川市大字伊田５０００〒825-0002

西本　忍004856

TEL 092-641-5700

（有）エーワイ企画 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市博多区千代５－２０－２４〒812-0044

濱本　律子004858

TEL 092-717-1717

（有）エフワイスチール 10,000 －4001有法

内１具１
福岡県福岡市中央区那の津３－２－１６－２階〒810-0071

柳谷　亮004860
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TEL 0944-87-6258

（株）江口工務店 15,000 －4003無法

土１左１と１舗１
福岡県大川市大字鬼古賀６８－１〒831-0024

江口　松二004870

TEL 092-661-4631

（有）映光社 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区八田３－２８－１８〒813-0031

八尋　伸幸004873

TEL 093-618-6878

（有）江尻塗装 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区千代４－７－３〒807-1112

江尻　利行004875

TEL 092-611-2590

（有）栄和工業所 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市東区多の津５－２－２５〒813-0034

坂田　雅之004881

TEL 092-581-9001

（有）エージーテック 3,000 －4011無法

と１塗１防１
福岡県大野城市仲畑１－１４－２０〒816-0921

中村　修一004884

TEL 093-871-2388

（有）大阪屋畳製造販売所 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市戸畑区中原西３－４－６〒804-0011

髙尾　護005022

TEL 093-562-7631

大石地所（株） 25,000 －4008有法

土２建２と２
福岡県北九州市小倉北区大門１－３－４－２階〒803-0811

大石　孝一005034

TEL 0944-53-1176

（有）緒方工務店 3,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県大牟田市小浜町１８９－５〒836-0034

緒方　清市005037

TEL 092-473-6151

（株）アルシスホーム 98,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市博多区博多駅前３－１４－１０〒812-0011

小柳　義則005043

TEL 09432-3-5115

大坪建設（株） 30,000 －4007有法

土２建２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県八女市蒲原１３６３〒834-0064

大坪　和也005102

TEL 092-411-6871

（株）大丸製作所 10,000 －4001無法

大１内１
福岡県福岡市博多区半道橋２－１３－３〒812-0897

大丸　拓郎005129

TEL 0942-32-5061

大橋建設工業（株） 45,000 －4002有法

建２
福岡県久留米市津福本町１６０８－３〒830-0047

大橋　收平005137

TEL 093-742-6116

（株）小田原組 30,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市若松区大字蜑住２２０－２〒808-0122

小田原　毅005152
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TEL 0944-73-5500

（株）荻島組 50,000 －4003無法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２内２水２解２
福岡県柳川市隅町２８〒832-0021

荻島　造005205

TEL 092-541-2575

尾形設備工業（有） 8,000 －4001無法

管１水１消１
福岡県福岡市南区野間４－３６－１９〒815-0041

尾形　隆一005207

TEL 09443-2-0889

大津建設 －4003有個

建１
福岡県三潴郡大木町大字蛭池１３９８－４〒830-0411

大津　良德005210

TEL 0944-58-0007

（有）小崎組 3,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市大字吉野９１４－７〒837-0904

小崎　浩史005214

TEL 093-541-2388

大久保設備工業（株） 39,550 －4008無法

土１管２機１水１消１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸７－７〒802-0031

大久保　康男005221

TEL 092-891-3561

大坪建設 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市西区小戸３－５４－２９〒819-0001

大坪　繁005244

TEL 0942-45-0014

大石建設（株） 30,000 －4002有法

建２
福岡県久留米市野中町１４７－１〒839-0862

大石　幸嗣005301

TEL 0946-22-2430

（株）大坪組 31,000 －4006有法

建２と２塗２防２
福岡県朝倉市甘木７４９－１〒838-0068

大坪　義和005303

TEL 093-651-3286

小田組 －4008無個

土１水１
福岡県北九州市八幡東区田代町１１－３〒805-0046

小田　豊作005388

TEL 093-571-8600

（株）隠岐電工 33,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区西港町３０－１１〒803-0801

池上　圭子005427

TEL 092-565-1336

（有）尾籠瓦工業 9,200 －4001有法

屋１
福岡県福岡市南区老司２－７－３４〒811-1346

藤原　秀徳005433

TEL 0944-56-1500

大牟田電設（株） 20,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市千代町３－９〒836-0035

髙尾　裕之005442

TEL 092-551-5933

（株）オリエント総合設備 30,000 －4001無法

管２水２消１
福岡県福岡市南区向野２－１０－３５〒815-0035

松本　政利005447



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

27頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-33-1558

（株）大島産業 50,000 －4008有法

土２と２鋼２舗２塗２水２解２
福岡県宗像市冨地原１７９１－１〒811-4154

大島　環005456

TEL 092-281-5597

岡部塗装（株） 10,000 －4001無法

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県福岡市博多区奈良屋町１１－８〒812-0023

岡部　龍祐005457

TEL 092-611-1733

（株）落合工務店 46,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡志免町別府北１－２１－２３〒811-2233

落合　正夫005470

TEL 092-962-0023

（株）落石建設 10,000 －4001有法

土１建１
福岡県糟屋郡新宮町下府５－１３－６〒811-0112

落石　一熊005476

TEL 0944-53-1122

（株）大牟田商会 10,000 －4003有法

塗１消１
福岡県大牟田市天領町１－２９１〒836-0054

石橋　知久005527

TEL 0944-87-7654

大川電気興業（有） 3,000 －4003無法

電１管１水１消１
福岡県大川市大字小保８０９－１４〒831-0041

金子　良一005538

TEL 092-621-3875

（有）小野工装 10,000 －4001無法

大１内１
福岡県福岡市博多区吉塚４－１０－１０〒812-0041

小野　毅005549

TEL 093-616-0180

（株）ムサシ 10,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市八幡西区割子川２－１５－２８〒806-0064

村谷　武蔵005555

TEL 093-617-1519

（株）緒方組 50,000 －4008無法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗１板２ガ２塗２防２内２絶２具２水１解２
福岡県北九州市八幡西区高江２－８－１０〒807-1152

緒方　忠005557

TEL 0947-63-3488

奥永建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡大任町大字今任原１９５０－２〒824-0511

奥永　一秋005561

TEL 093-961-5516

（有）奥田電気工業社 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区徳力３－１４－２〒802-0974

山田　剛005573

TEL 0944-54-3987

小田建設 －4003無個

建１大１
福岡県大牟田市大字勝立６９８－２〒836-0886

小田　輝昭005615

TEL 092-924-5633

（有）大原工業 3,000 －4011無法

左１
福岡県太宰府市観世音時１－１５－１５〒818-0101

大原　康裕005662
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TEL 093-741-0752

大山土木 －4008無個

土１舗１園１水１
福岡県北九州市若松区大字安屋３９７－１〒808-0124

大山　照國005666

TEL 0948-22-0303

（株）オカベ工事 20,000 －4010有法

土１建１と１電１管１鋼１機２水１解１
福岡県飯塚市花瀬１０２－７２〒820-0045

野見山　明美005685

TEL 0948-65-1118

（有）小田建設 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師１９５１－１１〒820-0607

小田　かおる005725

TEL 093-882-1188

太田産業（株） 10,000 －4008無法

大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１解１
福岡県北九州市戸畑区新池２－２－４－２０２〒804-0082

清永　義浩005728

TEL 0942-43-4310

大野ガス圧接（株） 10,000 －4002無法

筋１
福岡県久留米市東合川６－２－１０〒839-0809

友田　浩一005744

TEL 093-483-1720

（株）大江鉄工所 20,000 －4008有法

管１鋼１機２
福岡県北九州市門司区新門司３－６７－４５〒800-0115

大江　宏成005747

TEL 0940-36-3373

小田設備（株） 10,000 －4008無法

管１水１
福岡県宗像市田熊５－４－１５〒811-3431

石塚　裕規005756

TEL 092-871-0273

小川建設（株） 20,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区賀茂１－１８－１〒814-0164

小川　公博005757

TEL 092-681-6972

（株）大神産業 20,000 －4001無法

土１建１と１舗１園１水１
福岡県福岡市東区多々良１－１５－１７〒813-0033

大神　幸雄005776

TEL 092-414-2222

大高建設（株） 95,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区上牟田１－２９－６〒812-0006

大木　孝一郎005790

TEL 0944-88-1001

（株）岡建設 40,000 －4003無法

土１建１
福岡県大川市大字三丸１５６８〒831-0026

岡　淑江005801

TEL 0949-23-2525

（株）Ｑ－ＳＡＮリフォームおがわ 10,000 －4004無法

建１管１内１
福岡県直方市新町３－３－１０〒822-0015

吉廣　晃005828

TEL 093-223-1788

岡本電気工務店 －4008無個

電１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３２－３１〒807-0141

岡本　靜馬005835
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TEL 093-671-1485

（株）岡部組 20,000 －4008無法

土２と２管１舗２水２
福岡県北九州市八幡東区西本町１－７－７〒805-0061

深田　好光005854

TEL 092-801-5123

大蔵機械（株） 10,000 －4001有法

管１機１
福岡県福岡市城南区東油山６－１７－２０〒814-0155

小野　隆弘005858

TEL 092-801-7665

岡崎産業（株） 50,000 －4001有法

土２と２鋼２舗２水２
福岡県福岡市早良区田村３－２９－２８〒814-0175

岡崎　勇士005878

TEL 0930-23-2377

（有）大塚建材店 20,000 －4005有法

土１建２大２と１石１屋２タ２鋼２舗１し１内２水１解１
福岡県行橋市行事７－５－１〒824-0001

大塚　政慶005904

TEL 0943-23-3746

オオキタ建設（株） 38,000 －4007無法

土２建２と２鋼２舗２水２解２
福岡県八女市酒井田３１５－１〒834-0042

北島　正道005906

TEL 093-473-8127

大岩工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区沼本町４－５－３７〒800-0208

大岩　國雄005915

TEL 0942-38-1060

大塚建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市長門石３－５－４５〒830-0027

大塚　邦繁005940

TEL 093-601-5511

岡住工業（株） 25,000 －4008有法

電２機１
福岡県北九州市八幡西区則松５－２０－１３〒807-0831

岡住　雅寛005970

TEL 092-581-0906

（有）柿原産業 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区竹丘町２－５－１０〒812-0878

柿原　勝實006004

TEL 092-401-1162

粕屋製畳（有） 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区平尾２－１７－１４〒810-0014

藤島　啓三006006

TEL 0930-52-3132

（株）カワバタ 10,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県築上郡築上町大字築城１６８－７〒829-0102

中川　慎一006028

TEL 093-602-2500

環境開発興業（株） 20,000 －4008有法

土２と１舗１し１水１解２
福岡県北九州市八幡西区本城東３－１－２３〒807-0815

永野　太006046

TEL 0948-22-0879

（有）金子組 8,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市飯塚６－２３〒820-0041

金子　守久006052
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TEL 0946-22-2426

（株）柿原工務店 30,000 －4006無法

建２大２左２と２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２具２
福岡県朝倉市甘木９２４－１１〒838-0068

柿原　満智子006085

TEL 092-751-3355

（株）カネミ塗工店 30,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市中央区伊崎３－１６〒810-0067

武田　圭司006088

TEL 0942-44-2283

（株）加月組 20,000 －4002有法

土２と２石２管１舗２水２解２
福岡県久留米市御井町打越１９７３－１〒839-0851

加月　隆一006108

TEL 0942-31-0001

金子建設（株） 98,000 －4002有法

土２建２と２電２管２舗２水２解２
福岡県久留米市東櫛原町４８７〒830-0003

金子　泰大006121

TEL 092-935-0530

川崎建設（株） 20,000 －4001無法

土１建１と１鋼１舗１し１水１
福岡県糟屋郡志免町志免中央４－９－２－３０６〒811-2244

川崎　博啓006127

TEL 092-629-6124

（有）金沢組 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区吉塚４－１２－２７〒812-0041

金沢　稔006169

TEL 092-806-6070

（株）神垣組 23,000 －4001無法

建１左１
福岡県福岡市西区大字今津字津本５４１３－１０〒819-0165

神垣　三次006186

TEL 092-611-8844

春日工業（株） 10,000 －4001無法

管１板１機１
福岡県糟屋郡志免町別府北２－１０－２１〒811-2233

松尾　英次006189

TEL 092-871-7255

（株）カネモ 25,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区片江１－２３－２〒814-0142

坂本　孝治006191

TEL 093-592-7281

（株）加藤工業 10,000 －4008無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１機１水１解１
福岡県北九州市小倉北区日明２－４－２〒803-0831

飯野　泰英006208

TEL 093-603-2130

川本建設工業（株） 50,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県北九州市八幡西区東筑２－４－８〒807-0832

川本　安子006214

TEL 09446-2-3101

（株）金子技建 25,000 －4003無法

土１建２と１石１鋼２舗１し１解１
福岡県みやま市瀬高町大江７３５－１〒835-0019

金子　和英006223

TEL 092-511-6933

川口吹付工業（株） 10,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市南区寺塚１－１５－１〒815-0074

川口　大介006230
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TEL 0943-23-4587

（有）鹿野電気商会 5,000 －4007無法

電１管１消１
福岡県八女市室岡５３５〒834-0066

鹿野　栄次006231

TEL 092-821-1431

（株）辛島組 10,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市城南区別府６－２２－１０〒814-0104

徳田　幸司006235

TEL 093-434-1888

河津工業（株） 20,000 －4005無法

土２建２舗２水２
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－１８－１０〒800-0313

大生　義美006258

TEL 092-866-8333

（株）加来工務店 12,000 －4001有法

建１大１と１内１解１
福岡県福岡市城南区茶山４－２２－２６〒814-0111

加来　勝之006261

TEL 092-871-2806

上長尾建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区樋井川２－１８－３８〒814-0153

赤栗　伸彦006262

TEL 092-581-3425

（株）柿本建設 36,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市南区曰佐２－６－１０〒811-1313

柿本　人司006294

TEL 093-642-8100

川口建設（株） 22,500 －4008無法

土２舗２水２
福岡県北九州市八幡西区小鷺田町８－１〒806-0056

川口　敏男006349

TEL 093-521-9594

神谷建設工業（株） 20,000 －4008無法

土１建２と１屋１舗１板１水１解１
福岡県北九州市小倉北区熊本２－４－１１〒802-0044

神谷　祐之006361

TEL 0946-22-3288

（株）梶原工務店 20,000 －4006無法

建２と２防２
福岡県朝倉市甘木２１５－７〒838-0068

梶原　雄次006368

TEL 093-761-3788

（株）香川電気商会 10,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市若松区桜町１３－１８〒808-0026

香川　雄一006378

TEL 093-671-3165

（株）椛組 20,000 －4008有法

土２建１と２管２舗２し２水２消１
福岡県北九州市八幡東区末広町１－３〒805-0049

横田　達之輔006380

TEL 092-282-8917

（株）エコア 480,000 －4001有法

電１管１水１
福岡県福岡市博多区冷泉町４－２０〒812-0039

前原　薫006431

TEL 092-710-4861

粕屋殖産（株） 36,300 －4001有法

土２建２大２と２内２解２
福岡県福岡市博多区空港前１－７－１５〒812-0002

篠原　隆盛006453
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TEL 093-651-5692

金藏建設（有） 3,000 －4008無法

土１建１
福岡県北九州市小倉北区泉台２－１５－５〒803-0842

金藏　實006460

TEL 093-513-2671

（株）川口建設 100,000 －4008無法

土２建２大２と２鋼２筋２舗２内２水２解２
福岡県北九州市小倉北区堺町１－９－６－６Ｆ〒802-0005

川口　博史006536

TEL 0948-72-0390

（株）嘉穂製作所 70,000 －4010有法

電２管１鋼１機２
福岡県飯塚市大分５６７〒820-0712

西川　達人006550

TEL 0948-82-0225

（株）川端組 21,000 －4010無法

土１建１と１石１舗１し１解１
福岡県飯塚市筒野２３１〒820-0105

川端　ミツ子006551

TEL 093-601-7810

川副工業（株） 10,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区洞北町３－１５〒807-0811

川副　和眞006603

TEL 0940-36-2558

金本建設（株） 40,000 －4008有法

土２と２舗２水２解２
福岡県宗像市東郷３－４－３〒811-3436

金本　富吉006636

TEL 092-939-3260

（株）樫山ハード・ウェア 10,000 －4001有法

鋼１板１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－８－２７〒811-2317

樫山　光夫006641

TEL 092-953-1166

（株）金崎建設 10,000 －4011無法

建１大１
福岡県那珂川市大字別所８７０－１０〒811-1245

杉田　旭006717

TEL 0930-52-0510

（有）柏木電気商会 3,000 －4005有法

土１電１管１水１
福岡県築上郡築上町大字安武１１４〒829-0111

柏木　栄二006719

TEL 0947-32-3329

香春アルミ建材工業（株） 10,000 －4009無法

具１
福岡県田川郡香春町大字中津原３－６〒822-1405

坪根　稔006722

TEL 093-341-8336

川口建設（株） 22,000 －4008有法

土１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区春日町２５－１２〒801-0823

川口　喜八郎006747

TEL 093-592-3228

河内冷機（株） 30,000 －4008有法

土１と１電１管２舗１機１水１消１
福岡県北九州市小倉北区清水１－２－５〒803-0841

河内　治司006752

TEL 0942-51-8855

大和装飾 －4002有個

内１
福岡県久留米市本山１－９－２２〒830-0056

鹿毛　貢006753
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TEL 092-431-0468

（株）川崎工務店 20,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市博多区美野島２－４－１１〒812-0017

川﨑　淳二006770

TEL 093-921-6661

（株）カワバタ 18,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－２－８〒802-0062

川端　裕一郎006814

TEL 092-895-3322

（株）川口 20,000 －4001無法

建１塗１防１
福岡県福岡市西区生の松原１－２０－２４〒819-0055

窄口　明弘006839

TEL 092-661-5461

香椎建設（株） 50,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市東区千早２－３－３７〒813-0044

城戸　幸信006848

TEL 093-475-7130

（有）加納工務店 3,000 －4008無法

建１大１と１
福岡県北九州市小倉南区葛原東５－１０－２〒800-0206

加納　康志006850

TEL 093-681-9546

上地塗装工業（株） 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区諏訪２－１０－２９〒805-0006

上地　敏雄006878

TEL 0946-22-8097

（株）川口建設 20,000 －4006有法

土２と２管２舗２水２解２
福岡県朝倉市屋永４２８８－１〒838-0031

川口　康治006899

TEL 092-801-3378

（株）鹿毛工業 30,000 －4001有法

管２水１消１
福岡県福岡市早良区飯倉８－４－２５〒814-0161

鹿毛　孝行006926

TEL 093-471-7422

（有）梶原組 5,000 －4008無法

建１大１左１と１石１タ１筋１内１
福岡県北九州市小倉南区葛原２－８－８〒800-0251

梶原　茂生006987

TEL 093-562-5959

（株）加賀 20,000 －4008無法

電２
福岡県北九州市小倉北区井堀４－４－１６〒803-0835

山口　辰嘉006988

TEL 093-591-2333

九州機電（株） 50,000 －4008有法

電２管２機２通１
福岡県北九州市小倉北区西港町９２－５〒803-0801

西賀　徹007005

TEL 093-531-4881

（株）九州三共 40,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区神岳２－１０－２４〒802-0045

中島　敬二郎007008

TEL 092-526-1313

キハラーズ（株） 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区高宮１－２１－３４〒815-0083

木原　照夫007011
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TEL 093-651-1065

木元表具店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡東区中畑１－２－２８〒805-0024

木元　照己007020

TEL 092-662-9391

（株）九州空調 20,000 －4001有法

電１管２
福岡県福岡市東区多々良２－３１－３０〒813-0033

住本　真理007021

TEL 093-951-4666

（有）キノシタ建装 5,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－１４－２１〒802-0814

木下　慎一007028

TEL 093-931-7443

木村工業（株） 71,000 －4008無法

土２と１石１舗１し１水２
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－２１－１〒802-0072

木村　直樹007057

TEL 093-521-0426

九州電設工業（株） 10,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市小倉北区中島１－１３－２〒802-0076

佐藤　秀紀007076

TEL 092-501-0133

木村産工（株） 10,000 －4011無法

建１屋１内１
福岡県大野城市仲畑２－１３－２８〒816-0921

岩田　智浩007090

TEL 093-521-3838

九倉シールテックジャパン（株） 50,000 －4008有法

土１管２機１水１消１
福岡県北九州市小倉北区下富野３－３－３２〒802-0023

下満　裕007100

TEL 0942-62-2134

九州洋瓦（株） 10,000 －4002有法

屋１
福岡県久留米市城島町江島２８７〒830-0216

近藤　福一007104

TEL 092-806-0202

久輝建設（株） 35,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区今宿駅前１－１７－３２－２０３〒819-0168

久保　修一007111

TEL 093-951-6104

（株）北九州興業 86,000 －4008無法

土２と２電２舗２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉北区熊本４－２－２６第３睦実ビル２Ｆ〒802-0044

松﨑　要007112

TEL 093-921-4301

北九州機器整備工事（有） 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区若園３－３－３１〒802-0816

大田　恭介007115

TEL 093-644-0220

（株）ケイ・イー・エス 50,000 －4008有法

土２電１管２機２水２
福岡県北九州市八幡西区東神原町３－３１〒806-0025

飯野　一義007133

TEL 093-641-2234

九州電話サービス（株） 20,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市八幡西区別当町２７－５〒806-0062

梁瀬　由紀子007135
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TEL 093-531-3610

共和土木（株） 30,000 －4008無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉北区紺屋町１１－１６〒802-0081

友田　信子007138

TEL 093-641-6001

（株）木村土木 20,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区穴生４－２－１３〒806-0049

木村　斗植007140

TEL 09447-6-0100

木原建設（株） 30,000 －4003無法

土２建１と２管１舗２し２園２水２解２
福岡県柳川市大和町皿垣開４６〒839-0261

木原　頼長007143

TEL 092-541-1067

九州塗装建設（株） 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市南区塩原３－５－２１〒815-0032

小野　茂007160

TEL 092-431-4232

（株）協和 25,000 －4001無法

屋１鋼１板１
福岡県福岡市博多区竹下２－４－８〒812-0895

山﨑　貴博007180

TEL 092-581-1123

九州軽金属工業（有） 6,200 －4011無法

板１
福岡県大野城市仲畑１－８－１１〒816-0921

田中　学007184

TEL 0942-32-2331

木蓋建設（株） 36,000 －4002無法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２絶２具２水１解２
福岡県久留米市野中町１２８２－３〒839-0862

木蓋　洋友007191

TEL 0947-44-6347

九州扶桑通信工業（有） 12,000 －4009有法

通１
福岡県田川郡福智町神崎１３３３〒822-1202

窪井　利幸007226

TEL 0979-82-3105

（株）協豊組 20,000 －4005無法

土２と２舗２水２解２
福岡県豊前市大字八屋７５１－１〒828-0021

垂永　豊秋007230

TEL 0944-87-2225

九州ハウス工業（株） 48,000 －4003有法

土１建２舗１
福岡県大川市大字中古賀１０５３〒831-0006

本村　陽一007252

TEL 092-621-1836

北設備工業（株） 20,000 －4001有法

土２と２管２舗２水２
福岡県福岡市東区多の津４－１８－１６〒813-0034

永田　純一007260

TEL 092-607-0444

九州グラウンド（株） 30,000 －4001有法

土１園２
福岡県福岡市東区和白東２－１－４４〒811-0214

生林　弘太郎007268

TEL 092-761-4336

（株）九州山光社 80,000 －4001有法

建２と２電２内２通２消１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－８－１０〒810-0004

下元　清泰007294
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TEL 093-381-2831

協栄電気（株） 42,000 －4008有法

電２通１消１
福岡県北九州市門司区社ノ木１－８－１〒800-0054

小田　法壽007301

TEL 0930-52-0251

技興電設工業（有） 3,000 －4005無法

電１
福岡県築上郡築上町大字築城１３８－４〒829-0102

中野　浩007316

TEL 092-611-8671

（株）キハラネオン製作所 10,000 －4001有法

電１鋼１
福岡県福岡市東区松島３－１７－６〒813-0062

木原　茂喜007319

TEL 092-533-4151

（株）九電工ホーム 100,000 －4001有法

土１建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１〒810-0011

高田　勝則007320

TEL 092-863-6410

（有）共博電気商会 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市早良区田村６－１７－２７〒814-0175

田中　正義007328

TEL 0944-72-1609

九州洗罐工事（株） 20,000 －4003無法

土２建１と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２消１
福岡県柳川市西蒲池１１４２－２〒832-0005

中村　亮輔007329

TEL 0942-32-2823

（有）北島工業所 3,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県久留米市津福本町１７２６〒830-0047

北嶋　信城007338

TEL 092-865-1800

九有電子工業（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市早良区田隈２－２４－１７〒814-0174

末廣　浩一007348

TEL 092-947-0650

（株）城戸組 20,000 －4001無法

土２と１石１舗２し１水１解１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒２５６〒811-2415

城戸　宏治007369

TEL 093-617-0009

（株）北工業 20,100 －4008有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町７－２２〒807-1114

金子　忠司007387

TEL 093-531-6121

（株）九州造園 30,000 －4008無法

土１と１園２
福岡県北九州市小倉北区大畠２－１０－１〒802-0026

藤田　良司007389

TEL 0942-43-0456

（株）筑陵建設 30,000 －4002無法

建２大２左２と２石２屋２タ２筋２板２ガ２塗２防２内２具２
福岡県久留米市山川追分１－２－１２〒839-0814

中村　彰宏007400

TEL 092-409-6353

九州ネオン電機（株） 10,000 －4001無法

電１内１
福岡県福岡市東区多の津１－１４－１〒813-0034

中田　新二007404
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TEL 093-561-7474

北九州管工（株） 96,000 －4008無法

土２と２管１舗２水２
福岡県北九州市小倉北区愛宕１－５－３８〒803-0828

木太久　一郎007416

TEL 093-611-1052

（有）木村電設工業 38,000 －4008無法

電２通１
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森３－８－３〒807-0843

木村　武德007451

TEL 09492-6-1363

協和建設（株） 50,000 －4004無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県直方市大字上頓野２４５８－５〒822-0003

谷口　正晴007452

TEL 093-761-2191

（有）九州設備工業所 6,000 －4008無法

土１管１舗１水１
福岡県北九州市若松区大字畠田９４１－１〒808-0104

牧野　将大007454

TEL 093-483-1677

共立電工（株） 20,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市門司区新門司３－６７－５０〒800-0115

東　洋一007457

TEL 092-582-9001

キューハイテック（株） 30,000 －4001有法

管２
福岡県福岡市博多区板付６－３－３２〒812-0888

野見山　亮一007468

TEL 0947-45-3553

九州ノザワ（株） 30,000 －4009有法

土２建１と２舗２園２
福岡県田川市大字糒２３４５〒825-0005

加納　仁志007477

TEL 093-642-2626

九豊建設（株） 30,000 －4008無法

建２大２と２屋２タ２鋼２塗２防２内２解２
福岡県北九州市八幡西区陣原１－７－２１〒807-0821

山田　和子007484

TEL 0930-24-0611

木戸工業（有） 3,000 －4005有法

建１
福岡県行橋市大字高瀬２１４－４〒824-0027

木戸　利郎007495

TEL 0942-35-6406

（有）北島電業 3,000 －4002無法

電１消１
福岡県久留米市津福今町３９１－５〒830-0061

北島　功二007501

TEL 0947-45-7554

木戸安産業（株） 10,000 －4009有法

土１建１と１管１鋼１舗１水１解１
福岡県田川市大字糒９４０－１〒825-0005

木戸　將人007516

TEL 092-771-4884

（株）九州昇降機 13,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市中央区港３－１１－１５〒810-0075

森　健一007556

TEL 092-581-4678

宮嶋建設工業（株） 20,000 －4011無法

建１と１鋼１機１具１
福岡県大野城市仲畑２－１０－１０〒816-0921

宮嶋　剛007563
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TEL 092-891-2443

九州道路（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市西区愛宕２－１９－３７〒819-0015

濵田　洋司007593

TEL 093-603-8034

（株）北九州環境美化 5,000 －4008有法

土１と１し１水１
福岡県北九州市八幡西区本城東３－１－２３〒807-0815

山本　誠一007595

TEL 093-245-5081

（株）共栄工業 30,000 －4008有法

土１建２と１管１鋼２水１
福岡県中間市大字中底井野字砂堀１１６４－１７〒809-0002

金山　享一007603

TEL 092-589-6122

九州大電設備（株） 20,000 －4001無法

電２管２消１
福岡県福岡市南区的場２－３６－２３〒811-1314

山下　良二007613

TEL 093-582-8723

（有）北九防蝕工業 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区西貫１－８－５〒800-0243

山縣　祐一007645

TEL 0947-32-5561

（有）木下鉄工 3,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡香春町大字採銅所５１６５－１〒822-1401

木下　信夫007652

TEL 092-627-3177

城戸建設工業（株） 20,000 －4001無法

と２
福岡県福岡市東区松島３－２０－１１〒813-0062

城戸　忠光007662

TEL 0947-72-3684

光建設 －4009無個

建１
福岡県田川郡川崎町大字川崎５２９－３〒827-0003

木下　重光007685

TEL 0948-72-3455

（有）協友建設 3,000 －4010有法

土１建１
福岡県飯塚市大分１４０５〒820-0712

松岡　陽子007687

TEL 0946-22-2009

（株）九州電設 20,000 －4006無法

電１
福岡県朝倉市甘木２０８６－４〒838-0068

平木　楠生007704

TEL 092-431-7093

（株）共栄機工商会 20,000 －4001有法

管１機１水２
福岡県福岡市博多区上牟田１－１５－１〒812-0006

藤原　実007723

TEL 092-414-0083

九州スズキ販売（株） 200,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区榎田１－１－４〒812-0004

野田　文久007724

TEL 093-742-0973

協和汽罐工業（有） 3,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市若松区高須南５－３－２〒808-0145

豊福　弘城007729
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TEL 092-953-6007

九州硝子工事（株） 10,000 －4011無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県那珂川市大字上梶原８７９－１１〒811-1223

中野　栄二007784

TEL 092-501-5963

（株）アクティス 10,000 －4011無法

土１筋１
福岡県大野城市仲畑４－２－３８〒816-0921

河村　貴夫007791

TEL 093-601-3190

九州トースイ（株） 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区本城東３－１１－１１〒807-0815

三好　大基007802

TEL 093-621-6076

北村建設（有） 5,000 －4008無法

建１塗１
福岡県北九州市八幡西区別所町１７－２０〒806-0068

北村　彰敏007804

TEL 0948-29-3840

九特興業（株） 50,000 －4010有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県飯塚市潤野１１３３－６〒820-0021

新川　猛文007812

TEL 0947-32-4559

（有）北九州電設工業 9,000 －4009無法

電１通１
福岡県田川郡香春町大字中津原５３３－１〒822-1405

中　英治007829

TEL 092-871-9227

（株）アイフク道路 20,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市早良区賀茂２－３０－２９〒814-0164

山下　照雄007831

TEL 092-575-5077

（株）キユウレキ 20,000 －4001有法

土２と２舗２解２
福岡県福岡市南区弥永３－１９－３〒811-1323

村　　健吾007832

TEL 092-581-1815

（株）木村電気工事店 20,000 －4011無法

電２通１
福岡県春日市岡本３－６〒816-0861

木村　泰治007834

TEL 092-711-1055

九洲日東（株） 20,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市中央区長浜１－３－４〒810-0072

榎　博史007837

TEL 092-942-2360

清原信建設 －4001無個

建１
福岡県古賀市花見東２丁目１７－３〒811-3112

清原　信昭007867

TEL 092-622-4844

（有）九州管工設備 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区多の津５－２６－１５〒813-0034

石井　健児007881

TEL 092-400-7381

協和通信建設（有） 6,000 －4001無法

と１塗１通１
福岡県福岡市早良区田村５－２４－２０〒814-0175

山田　真也007889
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TEL 093-471-0366

九州架設（有） 5,000 －4008無法

土１と１鋼１水１解１
福岡県北九州市小倉南区沼本町２－１３－１０〒800-0208

井上　勉007893

TEL 0930-23-4097

木村設備工業 －4005無個

土１と１管１舗１水１
福岡県行橋市行事１－１３－３６〒824-0001

木村　昭一007897

TEL 0943-22-6026

北島勲建設 －4007無個

建１
福岡県八女市長野７３７－４〒834-0011

北島　勲007901

TEL 092-712-7302

九州防災工業（株） 10,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市中央区笹丘２－２４－１４〒810-0034

藤野　智哉007943

TEL 093-475-3900

九州レジン工業（株） 20,000 －4008無法

土１防１
福岡県北九州市小倉南区上吉田１－１１－３９〒800-0201

中島　匡敬007951

TEL 092-611-1890

九州藤吉工業（株） 20,000 －4001有法

管２機１
福岡県福岡市東区多の津４－７－１４〒813-0034

川畑　哲平007958

TEL 093-592-2913

（株）共栄通信 10,000 －4008無法

電１通１消１
福岡県北九州市小倉北区清水５－９－８〒803-0841

栗山　亮太007972

TEL 093-922-6625

（株）北九州消防設備保守センター 10,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－１２－２５－２０１〒802-0062

村田　学007973

TEL 092-662-1250

九州浄水工業（株） 10,000 －4001無法

管１機１
福岡県福岡市東区舞松原２－１７－３４〒813-0042

山下　和義007989

TEL 092-681-3040

（有）久我塗装店 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区舞松原１－２－３〒813-0042

久我　誠008007

TEL 092-692-2020

（株）国松工業 20,000 －4001無法

管１機１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋東２－１－２５〒811-2320

國松　孝一008018

TEL 0942-21-2731

（有）國武建設 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市西町２９４－１〒830-0038

國武　正義008025

TEL 0942-32-1911

黒田建設（株） 50,000 －4002無法

土２建２と２電１舗２内２水２解２
福岡県久留米市大石町３２〒830-0049

黒田　潔008031
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TEL 0979-82-2535

（株）久保田組 10,200 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県豊前市大字吉木１１８４－７〒828-0051

久保田　哲也008040

TEL 0942-26-2282

隈工務店 －4002無個

建１と１
福岡県久留米市安武町安武本９７２〒830-0072

隈　太一郎008052

TEL 093-621-6731

桑原電工（株） 15,000 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市八幡西区築地町１０－２０〒806-0001

角田　昭一008053

TEL 0946-25-0106

（株）倉地建設 18,000 －4006無法

土１と１舗１水１解１
福岡県朝倉市日向石２０４－３〒838-0018

倉地　久善008069

TEL 0942-27-0840

（株）隈建設 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市安武町安武本１５１７－５〒830-0072

隈　隆基008086

TEL 092-781-4631

（株）黒木工務店 48,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市中央区大手門１－５－１〒810-0074

黒木　篤008108

TEL 092-651-6677

楠原工業（有） 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区堅粕１－２０－１９〒812-0043

竹田　一善008110

TEL 0947-22-0500

（有）桑野組 30,000 －4009有法

土２建２と２管１舗２水２解２
福岡県田川郡福智町金田６３２－４〒822-1201

桑野　秀幸008116

TEL 0942-32-9528

（株）草場塗装 15,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市宮ノ陣１－８－２〒839-0801

草場　晃008137

TEL 093-691-3439

（株）黒瀬建設 30,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区本城東４－８－９〒807-0815

黒瀬　剛008165

TEL 092-531-4734

蔵田工業（株） 24,000 －4001有法

電１管２機２水２清２
福岡県福岡市南区大楠２－１２－１２〒815-0082

蔵田　崇晴008182

TEL 0942-22-5678

（株）栗木工務店 80,000 －4002有法

土２建２
福岡県久留米市国分町１６３６－２〒839-0863

永松　雅代008190

TEL 0948-22-3419

桑名電建（株） 20,000 －4010無法

土１と１石１電２鋼１
福岡県飯塚市枝国３０５－１〒820-0081

桑名　智重008193
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TEL 0942-33-0551

（株）倉重ポンプ商会 10,000 －4002有法

消１
福岡県久留米市梅満町１３６－５〒830-0048

倉重　功008212

TEL 093-871-4957

（株）草刈組 33,000 －4008無法

土２建１大１と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市戸畑区菅原３－２－２〒804-0044

草刈　正憲008218

TEL 093-761-3167

（有）久保組 5,000 －4008有法

土１と１舗１園１水１
福岡県北九州市若松区大谷町１－４〒808-0051

久保　貴史008261

TEL 092-803-0323

隈組（有） 25,000 －4001無法

土１と１水１
福岡県福岡市早良区野芥８－２０－２０〒814-0171

小野瀬　美都子008266

TEL 093-223-0256

黒山興産（株） 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県遠賀郡芦屋町正門町１４－１５〒807-0112

黒山　敏治008284

TEL 093-321-1658

（有）久賀塗装工業 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市門司区東本町１－６－６〒801-0851

久賀　光之008335

TEL 0942-26-2156

久留米圧送（株） 10,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市安武町安武本字庄屋野四２９１１〒830-0072

後藤　崇008344

TEL 092-503-5821

（有）倉原塗装 4,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市博多区金の隈３－１８－４８〒812-0863

倉原　隆之008357

TEL 0942-72-3702

（有）草垣管地研 10,000 －4002無法

土１管１井１水１
福岡県小郡市井上１３０２〒838-0114

草垣　智008359

TEL 0948-57-0529

倉智建設 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市上西郷５０６〒820-0306

倉智　安廣008405

TEL 092-541-3692

（株）久保田吹付工業 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市南区皿山１－３－４５〒811-1365

久保田　初津雄008418

TEL 093-681-0731

工藤産業（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１鋼１塗１
福岡県北九州市八幡東区西本町１－５－１１〒805-0061

木村　剛008429

TEL 093-777-8371

（有）國武塗装店 10,000 －4008無法

と１塗１
福岡県北九州市八幡東区東台良町８－２〒805-0063

國武　太008494



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

43頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-72-9787

（株）草垣工業 5,000 －4002無法

筋１
福岡県小郡市上岩田１２８１〒838-0121

草垣　佑三008495

TEL 092-806-1476

国友建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区今宿３－４－４０〒819-0167

国友　正美008530

TEL 093-742-5169

（有）草場工業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市若松区高須東１－２－４〒808-0144

草場　英生008544

TEL 092-401-4194

国松石材（株） 10,000 －4001有法

石１
福岡県福岡市中央区平和３－１２－２７〒810-0016

国松　祥治008552

TEL 0942-33-9320

黒岩産業（株） 10,000 －4002無法

建１屋１タ１
福岡県久留米市宮ノ陣町大杜５４９－１〒839-0803

黒岩　祐司008556

TEL 0946-24-5977

（株）草場建設 22,800 －4006無法

建１
福岡県朝倉市下浦１５８５〒838-0055

草場　久典008560

TEL 092-691-2764

倉田重機建設 －4001無個

土１と１管１舗１水１解１
福岡県福岡市東区名子３－１２－５〒813-0024

倉田　三穂008600

TEL 092-811-1374

（有）倉光造園 3,000 －4001有法

土１と１園１解１
福岡県福岡市西区大字飯盛４８０〒819-0037

倉光　重孝008620

TEL 0942-21-6140

信成建設（有） 25,000 －4002無法

土２と２舗２し１水１
福岡県久留米市藤山町１０２２〒830-0053

中村　信彦008636

TEL 092-611-3360

（株）国本工業 35,000 －4001無法

土２と２舗２水２
福岡県福岡市東区社領１－９－４〒812-0068

国本　健雄008645

TEL 093-631-7751

（株）クロサキ 60,000 －4008有法

建２と２石２電２鋼２板１塗２機１
福岡県北九州市八幡西区築地町２２－１〒806-0001

髙田　龍平008658

TEL 092-472-0011

（株）クリアライト 15,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区東那珂１－２－１１〒812-0892

白石　憲太郎008660

TEL 092-331-5011

熊澤建設（株） 20,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市高祖２９２－２〒819-1571

熊澤　豊文008670
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TEL 093-436-3975

草之實産業（株） 30,000 －4005無法

土１建１と１塗１解１
福岡県京都郡苅田町富久町２－３５－２０〒800-0352

古市　從敦008671

TEL 092-806-7215

久保工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区横浜１－４６－３〒819-0166

久保　隆昭008686

TEL 0942-27-0352

久留米建設（株） 46,400 －4002有法

土１建２水１
福岡県久留米市荒木町荒木７８９－２〒830-0063

高江　一久008687

TEL 092-922-5771

黒崎建設（株） 30,000 －4011有法

建２
福岡県筑紫野市針摺中央２－７－７〒818-0083

黒　　直樹008711

TEL 093-246-1135

（有）鞍手電設 3,000 －4008無法

電１管１
福岡県中間市土手ノ内１－１５－２１〒809-0033

竹川　清008729

TEL 0947-22-4632

黒田建設（株） 10,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡福智町神崎１０９８－１〒822-1202

嶋野　重巳008740

TEL 0942-64-4494

（有）栗丸工業 20,000 －4002無法

土２建２
福岡県久留米市三潴町草場３４３－２〒830-0105

栗丸　昭幸008742

TEL 093-603-6755

桑田基礎（有） 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区大膳２－１６－２０〒807-0863

桒田　道國008751

TEL 092-591-3350

（株）グリーン防災設備 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市博多区相生町３－５－８〒812-0885

竹本　卓008754

TEL 093-751-1580

信和鋼板（株） 87,500 －4008有法

建１屋１鋼１板１内１
福岡県北九州市若松区大字安瀬８－４〒808-0022

隈部　佳克008782

TEL 092-883-0585

グリーン・ロード（株） 67,600 －4001無法

土１と１舗１塗１
福岡県福岡市西区福重３－３２－２１〒819-0022

野口　悟008795

TEL 0947-44-1066

久冨電気工事 －4009無個

電１
福岡県田川市新町６－４〒825-0016

久冨　捷生008816

TEL 093-601-2014

（有）呉本組 27,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市八幡西区鷹見台１－１３－１８〒807-0853

呉本　永治008828
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TEL 092-561-8485

桑原商事（株） 20,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市南区寺塚１－２８－１２〒815-0074

桑原　大輔008839

TEL 093-202-1279

（有）草田建設工業 5,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡水巻町下二東３－９－７〒807-0053

草田　賢太郎008842

TEL 0942-21-0021

（株）クスコ 69,000 －4002有法

土２建２と２舗２園２水２
福岡県久留米市国分町１６４８－７〒839-0863

久冨　廣一郎008855

TEL 09434-5-0176

栗原造園 －4007有個

土１と１舗１園１
福岡県八女市黒木町北大渕７７４０〒834-1201

栗原　龍男008856

TEL 0949-42-0280

（有）栗田建設 21,000 －4004無法

土１建２
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７５８－３〒807-1312

栗田　康志008863

TEL 092-935-6080

熊本工業（株） 10,000 －4001無法

管１水１消１
福岡県糟屋郡志免町片峰中央３－１２－２〒811-2246

熊本　利民008905

TEL 093-884-1160

（株）クニホーミング 20,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市戸畑区新池２－５－４２〒804-0082

國政　一夫008912

TEL 092-976-2322

（株）國﨑組 33,000 －4001無法

土２と２舗２水２解２
福岡県糟屋郡久山町大字山田５５１〒811-2502

國﨑　仁008920

TEL 0942-27-2003

（株）久留米クレーン工業 10,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市大善寺町宮本６８５－１〒830-0073

香月　みどり008944

TEL 0942-47-0109

国武実業（株） 10,000 －4002有法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市草野町矢作２６９－２－１〒839-0837

國武　聖敬008952

TEL 092-936-9377

（株）クラオカ 10,000 －4001無法

土１と１石１舗１
福岡県糟屋郡志免町志免４－２５－１９〒811-2202

倉岡　俊治008960

TEL 09462-4-3781

久保田建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市小田４５６－１〒838-0051

久保田　勉008969

TEL 092-892-1660

（株）国武企画建設 10,000 －4001有法

建１大１
福岡県福岡市西区豊浜１－５－５〒819-0014

大石　宰一郎008979
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TEL 093-281-1006

久米建設（株） 40,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津９３－３〒811-4231

久米　滿008991

TEL 092-651-1514

久保山畳店 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区馬出４－６－１７〒812-0054

久保山　稔008993

TEL 092-936-4772

（有）久保山硝子 3,000 －4001無法

ガ１
福岡県糟屋郡志免町南里４－５－２０〒811-2207

久保山　政樹008996

TEL 0948-57-1691

熊本建設 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市上１０６－１〒820-0311

熊本　滿城008997

TEL 092-804-4170

（株）建新 10,000 －4001有法

大１内１
福岡県福岡市早良区早良５－２－５〒811-1122

庄﨑　雄士009017

TEL 092-322-3502

建秀ブロック（株） 21,000 －4001有法

土２建２と２タ２舗２解２
福岡県糸島市潤２－５－２５〒819-1105

宗　隆文009041

TEL 0942-78-5856

ケンショーハウス工業（株） 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市北野町高良１２０６〒830-1114

德冨　総一郎009050

TEL 092-512-4772

ケミカルビューティー（株） 30,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市南区大池１－３－３１〒815-0073

加藤　了武009052

TEL 092-504-0001

見城建設（株） 30,000 －4011無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県大野城市中３－６－１〒816-0906

見城　慎次009067

TEL 0942-45-6255

建武工業（株） 30,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県久留米市山川町１６４３番地７〒839-0817

古賀　泰弘009068

TEL 093-293-6667

（有）公建 5,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀２３７－２〒811-4303

石井　謙二009087

TEL 093-201-5974

針本建設 －4008有個

土１と１石１舗１し１水１
福岡県遠賀郡水巻町吉田東４－８－６〒807-0045

厳　永守009101

TEL 092-566-1506

（株）ケイ・エスクラフト工業 40,000 －4001無法

管２鋼２機２水２
福岡県福岡市城南区東油山６－５－２９〒814-0155

川口　敬介009106
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TEL 0944-74-4763

（有）建装サービス 3,000 －4003無法

塗１
福岡県柳川市大浜町１７６６－２４〒832-0053

甲斐田　瑞貴009110

TEL 092-623-2121

（株）研進産業 30,000 －4001有法

土２建１と１管１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区吉塚６－６－５９〒812-0041

高木　英範009115

TEL 092-926-9660

大晃産業（株） 40,000 －4011無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県筑紫野市大字下見２２４－１－１〒818-0021

世良　　子009121

TEL 0930-22-7693

現建設 －4005無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県行橋市道場寺１１１４－９〒824-0026

現王園　政人009139

TEL 092-573-0033

（株）ケイナイン 10,000 －4011無法

管１
福岡県春日市昇町６－１１２〒816-0851

川本　隆記009140

TEL 0930-26-1126

（株）ケイテック 10,000 －4005無法

土１管１水１消１
福岡県行橋市大字東徳永２２４〒824-0025

木下　裕司009141

TEL 093-691-6898

（有）建床 3,000 －4008無法

左１塗１
福岡県北九州市八幡西区本城東６－７－１０〒807-0815

庄司　英二009142

TEL 092-414-7373

玄創技研（株） 40,000 －4001無法

土２と２舗２水２
福岡県福岡市博多区博多駅東３－１１－１４－９０４〒812-0013

小林　貞幸009151

TEL 093-521-7281

（株）ケイティエル 85,000 －4008有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県北九州市小倉北区浅野２－１１－３０〒802-0001

赤尾　直哉009163

TEL 0946-21-5076

（有）建築工房悠山想 3,000 －4006有法

建１
福岡県朝倉市中原２８０－３〒838-0056

宮本　繁雄009164

TEL 0946-42-1670

木村電設（有） 3,000 －4006無法

土１と１電１
福岡県朝倉郡筑前町朝日６７０－４〒838-0227

木村　哲也009167

TEL 093-601-3381

（株）ケイリン開発 38,000 －4008無法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区則松５－１－１９－１０２〒807-0831

大林　智恵子009168

TEL 0943-75-2070

筑洋園 －4002無個

園１
福岡県うきは市吉井町八和田２５８〒839-1308

國武　一夫009172
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TEL 092-891-5267

（有）建築工房石井 5,600 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区石丸１－２６－３１〒819-0025

石井　三男009176

TEL 0944-51-5600

（株）ケイテイポート 15,000 －4003無法

大１左１石１屋１電１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１消１
福岡県大牟田市本町５－８－２４〒836-0046

岡留　節子009179

TEL 092-413-0471

（有）建装舎 1,500 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区東那珂２－１５－４〒812-0892

小澤　喜芳009182

TEL 092-632-6610

（株）ケイシン 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区千代２－２－４３〒812-0044

秋吉　健治009187

TEL 092-531-2781

（有）建築工房タカ 10,000 －4001無法

土１建１大１内１
福岡県福岡市中央区薬院４－１３－２９メゾンプールサイド第二ビルＧ４号室〒810-0022

髙木　信宏009195

TEL 092-933-8772

（有）ケイ・エス工業 3,000 －4001無法

鋼１具１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野２６６－１０〒811-2104

成重　浩二009196

TEL 093-642-9585

（有）ケイエス工業 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区竹末２－９－１１〒806-0045

黒澤　賢太郎009198

TEL 0940-62-3927

（有）玄海環境システム 3,000 －4008有法

土１管１機１水１
福岡県宗像市江口９７８－５２〒811-3502

泉　ヒサ子009201

TEL 092-939-2606

（株）計測技研 15,000 －4001有法

と１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈６１７－１〒811-2301

松尾　孝治009203

TEL 093-482-7821

（株）ＫＪフィールド 30,000 －4008無法

建２と２屋２鋼２板２塗２内２
福岡県北九州市八幡西区竹末１－１－１〒806-0045

加治原　勉009204

TEL 0947-44-1340

（株）関野建設 45,000 －4009無法

土２建１と２管１舗２園１解２
福岡県田川市寿町７－３５〒825-0017

関野　春俊009206

TEL 093-473-4766

（株）ケンサン 10,000 －4008有法

土１建１
福岡県北九州市小倉南区津田２－８－１９〒800-0242

加来　秀幸009207

TEL 092-512-3931

建築プランナー（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区和田４－３－３〒811-1343

池田　尚美009209
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TEL 092-751-2913

五代製畳（有） 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区黒門５－２１〒810-0055

五代　英樹010002

TEL 093-951-4003

興成電気（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区若園１－１５－１７〒802-0816

矢川　英二010007

TEL 092-881-2806

ヨシコーポレーション（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１舗１水１
福岡県福岡市西区愛宕南１－７－１０〒819-0007

高山　博行010010

TEL 092-751-1022

古賀工業（株） 50,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市中央区六本松３－１１－４１えいりんビル２階〒810-0044

古賀　朋文010029

TEL 093-881-6865

江田工事（株） 60,000 －4008有法

土２と２管２鋼２
福岡県北九州市戸畑区金比羅町４－５〒804-0022

大塚　潤010030

TEL 092-622-3000

興信（株） 100,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市東区多の津１－１７－６〒813-0034

谷岡　源信010036

TEL 093-371-1819

（株）後藤設備工業 20,000 －4008無法

土１管２水１消１
福岡県北九州市門司区大里東４－１１－２０〒800-0022

後藤　耕司010040

TEL 0979-72-2904

小林土建（株） 10,000 －4005無法

土１建１と１舗１
福岡県築上郡上毛町大字土佐井６７９〒871-0921

川上　哲矢010045

TEL 093-451-6661

（株）小倉計装 40,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区長行東３－３－２１〒803-0273

吉尾　善広010056

TEL 09437-2-2454

（株）郷原組 45,000 －4002無法

土２建１と２管１舗２し２水２解２
福岡県久留米市田主丸町志塚島４４１－１〒839-1222

郷原　恭彦010093

TEL 092-571-2044

古賀建設（株） 45,000 －4011無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県大野城市筒井３－６－２２〒816-0931

古賀　義久010107

TEL 093-631-3921

（有）光和電設 3,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市八幡西区田町２－７－１０〒806-0003

梶木　弘志010112

TEL 092-291-1697

古賀塗装産業（株） 10,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市博多区下呉服町８－２４２〒812-0034

古賀　彬睦010120
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TEL 092-841-1571

光栄電工（株） 30,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市早良区昭代２－１１－１３〒814-0012

庄崎　信雄010135

TEL 092-731-5353

（株）コンドー 75,000 －4001無法

土２と２舗２し２園１
福岡県福岡市中央区港２－３－２６〒810-0075

岩尾　俊平010140

TEL 093-332-3300

関門エンジニアリング（有） 42,000 －4008無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解１
福岡県北九州市門司区西海岸１－４－３〒801-0841

宮本　鎮治010170

TEL 092-581-9157

小倉建設（株） 10,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県春日市若葉台西７－３８〒816-0823

稲永　邦男010185

TEL 0942-32-4948

（株）古賀工務店 44,000 －4002無法

建２
福岡県久留米市通町５－６〒830-0018

古賀　敏久010192

TEL 093-761-1111

（株）近藤海事 75,000 －4008有法

土２と２鋼２し２
福岡県北九州市若松区北湊町３－２４〒808-0027

上川　孝一010212

TEL 0946-22-2658

（株）小嶋建設 40,000 －4006有法

土１建２
福岡県朝倉市一木１４３〒838-0065

小嶋　秀来010213

TEL 0947-72-4949

（有）光生組 3,000 －4009無法

土１建１と１舗１
福岡県田川郡川崎町大字田原５４７〒827-0004

高森　節子010239

TEL 092-721-1567

興和電気工事（株） 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市中央区大手門３－１４－２５〒810-0074

坂本　辰海010240

TEL 092-922-2407

古松建設（株） 10,000 －4011有法

建１大１と１塗１防１内１
福岡県筑紫野市大字永岡９４８－１〒818-0066

吉田　浩二010243

TEL 0949-24-2449

小峠工務店 －4004無個

建１
福岡県直方市大字上新入１６９６－１〒822-0033

小峠　軍次010279

TEL 093-571-1136

（株）小林組 49,500 －4008有法

土２建２大２と２屋２鋼２舗２塗２防２内２具２水２解２
福岡県北九州市小倉北区青葉２－７－２７〒803-0822

小林　秀行010290

TEL 092-663-6100

（株）古森 13,500 －4001無法

土１建１と１塗１
福岡県福岡市東区大字名子１９２－１〒813-0024

山頭　勝治010313
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TEL 092-871-2204

（有）小林繁樹工務店 3,000 －4001無法

建１大１塗１内１具１
福岡県福岡市城南区片江１－８－３〒814-0142

小林　広基010316

TEL 0942-44-2228

（株）小林建設 35,000 －4002有法

土２建２塗１内１解１
福岡県久留米市山川町１６６１－１〒839-0817

近藤　泰大010332

TEL 092-621-0452

神武工業（有） 5,000 －4001無法

管１機１水１
福岡県福岡市東区馬出６－８－５〒812-0054

神武　秀樹010349

TEL 0942-43-5210

（有）サン・エイト 3,000 －4002無法

具１
福岡県久留米市東合川２－２－４６〒839-0809

古賀　圭010379

TEL 093-381-8701

北九通信工業（株） 10,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市門司区松崎町３－１２〒800-0012

松田　隆嗣010438

TEL 0948-22-2422

（株）巧電社 30,000 －4010有法

土１電１機１
福岡県飯塚市上三緒１－４２〒820-0013

荒木　尚友010468

TEL 092-522-5252

（株）後藤産業 98,000 －4001有法

建１大１左１屋１管１タ１板１ガ１塗１内１機１絶１具１
福岡県福岡市中央区白金１－１７－１１〒810-0012

後藤　仁克010491

TEL 0942-26-2467

興亜緑地建設（株） 10,000 －4002無法

土１と１石１園１
福岡県久留米市安武町武島２３１７－１〒830-0071

大久保　繁紀010507

TEL 0942-34-7662

（株）古賀石材 10,000 －4002無法

石１
福岡県久留米市梅満町１７２３〒830-0048

古賀　大貴010514

TEL 092-621-3246

（有）合屋翠雲堂 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区原田１－１９－３３〒812-0063

合屋　晴之010532

TEL 092-593-6861

光陽無線（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区新和町２－３－３２〒812-0875

若松　哲司010538

TEL 0942-44-8880

（株）古賀住設 35,000 －4002無法

土２建１と２管２鋼２舗２水２
福岡県久留米市東合川５－６－２９〒839-0809

古賀　恭治010550

TEL 092-521-7568

近藤木材工業（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区大楠２－３－２〒815-0082

近藤　宏一郎010552
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TEL 0948-24-2636

（有）古藤組 5,000 －4010有法

土１建１と１舗１
福岡県飯塚市秋松６３５－２〒820-0083

古藤　勉010583

TEL 093-863-9007

甲和通信工業（株） 10,000 －4008無法

通１
福岡県中間市中央２－９－５〒809-0030

吉森　三千孝010620

TEL 093-932-0343

河野建設（株） 35,000 －4008有法

土１建２内２
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－３－１８〒802-0061

野々田　潔010650

TEL 092-511-8321

（株）幸新電王社 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市南区長丘５－２５－１５〒815-0075

戸田　ヒロ子010654

TEL 093-922-0749

（株）ダイセイ電気 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町３－１９－４〒800-0256

大谷　政行010674

TEL 0942-35-1181

コモダ塗装（株） 10,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市瀬下町３９５－１〒830-0025

菰田　洋一010698

TEL 0930-32-2224

（株）小松建設 10,000 －4005無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山大久保２１８０〒824-0801

小松　紀子010723

TEL 0942-32-8500

（株）高圧利器製作所 40,000 －4002無法

管１鋼１機１
福岡県久留米市梅満町字与赤３５－１〒830-0048

栗原　利継010726

TEL 092-588-1158

小林造園建設（株） 20,000 －4001有法

土１園１
福岡県福岡市南区弥永４－３－１〒811-1323

小林　繁隆010729

TEL 092-595-2888

（有）サンシン防災設備 3,000 －4011有法

消１
福岡県春日市松ヶ丘２－３〒816-0843

鷲巣　信男010745

TEL 093-622-1677

（株）小山 50,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市八幡西区夕原町５－９〒807-0813

小山　貴司010755

TEL 092-861-7998

興栄建設工業（株） 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市城南区樋井川２－１－６２〒814-0153

大塚　由紀夫010769

TEL 092-681-2589

（株）小竹輝男工業 10,000 －4001無法

管１板１
福岡県福岡市東区唐原３－１１－２５〒813-0001

小竹　保章010780
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TEL 093-962-1136

小倉造園（株） 10,000 －4008有法

と１園１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－２２－３６〒802-0821

鷹取　勝文010799

TEL 0948-55-1346

庭喜屋（有） 3,000 －4010無法

園１
福岡県飯塚市潤野７３２－１〒820-0021

森　祐太朗010808

TEL 092-864-5135

丸市塗装店 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区梅林７－３４－１０〒814-0172

河野　政義010809

TEL 0943-22-2808

（有）古賀塗装店 3,000 －4007無法

建１塗１防１
福岡県八女市津江３〒834-0024

古賀　俊文010812

TEL 0944-73-3088

古賀健建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大浜町２０２８－５〒832-0053

古賀　健二010821

TEL 0942-35-2012

（有）小　電気商会 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市長門石４－１３－５２〒830-0027

小　　隆010875

TEL 092-561-6258

（株）コニシ 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区野間３－９－２０〒815-0041

小西　輝史010894

TEL 093-631-7351

（株）コモリ建設 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区熊西１－１２－１１〒806-0031

庄崎　一　010897

TEL 0942-26-7939

古賀塗装店 －4002無個

塗１
福岡県久留米市荒木町荒木５６３－２〒830-0063

古賀　信行010912

TEL 092-622-6264

小峠建具製作所 －4001無個

具１
福岡県福岡市博多区東平尾２－３－３３〒812-0853

小峠　博行010920

TEL 09496-2-6930

古藤建設 －4004無個

土１と１舗１水１
福岡県鞍手郡小竹町大字新山崎３６３－１〒820-1105

古藤　清010922

TEL 093-921-3444

小倉トーヨー住器（株） 10,000 －4008有法

ガ１具１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－１４－１９〒802-0814

町井　茂010931

TEL 092-451-0055

（株）小柳技建 45,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市博多区堅粕３－１５－３１〒812-0043

富澤　善和010938
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TEL 0942-62-1311

エイテックス（株） 10,000 －4002有法

土１建１と１舗１
福岡県久留米市城島町城島６０６〒830-0207

古賀　大資010953

TEL 0942-53-7581

小宮産業機械（株） 10,000 －4007無法

土１管１水１
福岡県筑後市大字和泉２８９－２〒833-0041

馬場　一成010959

TEL 092-803-0778

（株）後藤建設 10,000 －4001有法

土１園１水１
福岡県福岡市早良区早良６－４２－３８〒811-1122

村山　洋子010974

TEL 093-581-7046

光進工業（株） 20,000 －4008有法

土１建１と１解１
福岡県北九州市小倉北区西港町１２５－８〒803-0801

細川　忠広010979

TEL 093-223-2524

小林工務店 －4008無個

建１園１
福岡県遠賀郡芦屋町高浜町１８－２０〒807-0122

小林　修二010983

TEL 092-521-6435

三和冷暖房（株） 20,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市中央区平尾３－１０－１４〒810-0014

津福　宣彰011001

TEL 093-631-0234

（有）酒見製畳所 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区萩原２－１２－２８〒806-0059

酒見　利之011002

TEL 093-921-2303

（有）三和建具製作所 3,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘３－９－７〒802-0052

藤野　健太郎011007

TEL 093-921-5888

山和（株） 30,000 －4008無法

土１管２舗１水１消１
福岡県北九州市小倉北区足原２－５－３３〒802-0043

山下　貫二011008

TEL 0944-54-3000

三協建設（株） 30,000 －4003無法

土２と２舗２
福岡県大牟田市上屋敷町１－６－１７〒836-0072

坂田　和弘011009

TEL 0944-52-3194

境製畳（有） 3,000 －4003無法

内１
福岡県大牟田市通町１－４－２〒836-0805

境　浩一011019

TEL 093-381-0561

サクラ工業（株） 20,000 －4008無法

管２水１消１
福岡県北九州市門司区松原１－７－２〒800-0064

佐藤　良一011022

TEL 093-581-4812

（株）佐々木工務店 33,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区高峰町３－２３〒803-0826

佐々木　秀憲011024
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TEL 092-407-3701

三陽工事（株） 20,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区富士見３－２３－１１〒819-0387

持田　博之011070

TEL 093-321-7986

三栄建設（株） 10,000 －4008有法

土１建１大１と１
福岡県北九州市門司区新開３－２３〒801-0885

脇坂　京一011078

TEL 093-963-1511

三共エアコン（株） 20,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉南区横代北町３－１２－１〒802-0821

桑島　清太郎011094

TEL 093-223-3131

（株）佐藤商店 10,000 －4008無法

管１水１消１
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町２－３〒807-0111

佐藤　暢男011096

TEL 092-737-7433

（株）三京 20,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区六本松３－１６－３３〒810-0044

金子　暁子011098

TEL 092-882-5111

（株）西商 20,000 －4001有法

建１管１
福岡県福岡市西区下山門２－１－８〒819-0052

原田　慎也011111

TEL 092-501-4031

（株）山協道路 30,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市博多区諸岡３－２６－３５〒812-0894

山田　勝義011154

TEL 0942-53-1216

三洲建設（株） 20,000 －4007有法

土２建２大１左１と１石１屋１管２タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水２解１
福岡県筑後市大字蔵数５７５－１〒833-0054

冨安　正年011156

TEL 0942-44-4141

（株）坂井正記商店 20,600 －4002有法

建１大１左１屋１管１タ１
福岡県久留米市東合川７－７－１３〒839-0809

加祥　義浩011164

TEL 093-472-3826

三友建設工業（株） 28,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市小倉南区東貫３－２１－１７〒800-0224

松本　美知代011166

TEL 0947-82-3508

佐藤工事（株） 23,000 －4009無法

土１建１と１管１水１解１
福岡県田川郡添田町大字添田１１６０－４〒824-0602

毛利　たみ子011171

TEL 0944-22-5205

（有）坂口組 3,000 －4003無法

土１建１と１舗１
福岡県みやま市高田町今福８６３〒839-0214

坂口　富雄011183

TEL 093-631-1764

三共建設（株） 48,000 －4008有法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県北九州市八幡西区洞南町２－１〒807-0812

三橋　雅之011186
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TEL 092-621-1267

三豊鋼機（株） 10,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５５２〒811-2304

陳ヶ尾　正人011187

TEL 093-245-3134

（有）山興電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県中間市深坂２－１１－１〒809-0025

佐藤　健011200

TEL 0948-22-1900

三協技建（株） 26,000 －4010有法

建２屋２鋼２板２具２
福岡県飯塚市目尾字小坂６５７－３〒820-0062

木村　尚典011218

TEL 0942-33-8020

三陽建設（有） 40,000 －4002無法

土２と２舗２水２解２
福岡県久留米市津福本町４８１－３〒830-0047

稲吉　規孝011227

TEL 092-623-8061

三協設備工業（株） 20,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市東区松島３－７－６〒813-0062

甲斐　和幸011237

TEL 092-629-1335

三友工業（株） 20,000 －4001無法

土２と２管２鋼２舗２水２
福岡県福岡市東区原田１－１９－２５〒812-0063

古林　隆生011240

TEL 093-791-0759

（有）サコノ電気商会 5,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市若松区童子丸１－２－２３〒808-0076

佐古野　徹011253

TEL 0942-32-4018

（有）佐々木工務店 20,000 －4002有法

建１と１塗１防１具１
福岡県久留米市六ッ門町１９－１０〒830-0031

太田　實011263

TEL 092-593-1117

西海電気工事（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市南区弥永５－１０－１４〒811-1323

久米田　和憲011278

TEL 093-661-2000

佐々木塗装（株） 9,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区祗園３－１２－１５〒805-0067

佐々木　滿雄011296

TEL 093-481-5234

（株）誠伸建設 30,000 －4008有法

土２と２石２管２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市門司区大字猿喰９３７－３〒800-0102

森　恒千011313

TEL 0944-51-2255

三友工業（株） 28,000 －4003無法

土１建１
福岡県大牟田市大黒町１－１８〒836-0006

彌永　壯二郎011327

TEL 093-246-1414

山藤建設（株） 50,000 －4008有法

土２建２と２防２解２
福岡県中間市中鶴１－２６－２〒809-0037

山藤　寛011348
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TEL 0944-54-4004

（有）三成電気工業所 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市小浜町２５－１２〒836-0034

森　芳光011353

TEL 092-733-1211

共栄建設（株） 45,000 －4001有法

土１建２と２解２
福岡県福岡市中央区舞鶴３－２－２１〒810-0073

小山　昭二011365

TEL 093-603-2299

三和産業（株） 30,000 －4008有法

土１と１管２舗１機１水１消１
福岡県北九州市八幡西区力丸町２２－１４〒807-0802

西本　和則011368

TEL 092-923-1414

（株）三機産業 20,000 －4011無法

土１管２水１
福岡県筑紫野市杉塚１－８－５〒818-0054

藤木　晴太011395

TEL 092-871-5557

（有）三和電子 5,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市城南区茶山５－２２－１３〒814-0111

橋川　泰三011396

TEL 0942-75-1113

サンエス工業（株） 40,000 －4002無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２
福岡県小郡市横隈１８３８－１〒838-0105

中村　宏011411

TEL 0944-57-7788

（株）三工建設 48,000 －4003無法

土２と２管１舗２し２水２解２
福岡県大牟田市樋口町６－２〒836-0055

杉　忠義011423

TEL 093-693-8500

山兼工業（有） 10,000 －4008無法

土１と１舗１園１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大膳２－１６－１〒807-0863

山下　泰明011427

TEL 092-431-1250

三和防災工業（株） 30,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－１０－１３〒812-0011

安本　英治011450

TEL 092-432-4230

ベネックスソリューションズ（株） 20,000 －4001有法

電１通１消１
福岡県福岡市博多区榎田２－１－１８〒812-0004

宮地　博文011453

TEL 092-751-5303

三和美研工業（株） 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市中央区薬院２－１８－２１〒810-0022

稲住　浩一011454

TEL 093-603-1135

三光ハウス（株） 49,500 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市八幡西区大字浅川９４２－２３〒807-0877

阿久根　秀文011459

TEL 093-681-0795

（有）三共電設工業 8,500 －4008無法

土１電１消１
福岡県北九州市八幡東区山王１－１５－１１〒805-0017

百田　達雄011469
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TEL 0946-62-0682

（株）櫻木組 20,000 －4006無法

土１と１舗１水１
福岡県朝倉市杷木志波４６８６－１〒838-1521

谷川　健二011496

TEL 0948-22-8749

（株）サカヒラ 92,600 －4010有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県飯塚市潤野１１３３－６〒820-0021

坂平　隆司011505

TEL 093-371-3214

坂本電業（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区原町別院７－４〒800-0037

坂本　高志011537

TEL 092-526-3331

三伸機設（株） 20,000 －4001有法

土２電２管２鋼２機２水２
福岡県福岡市南区大楠１－７－１５〒815-0082

村上　元紀011601

TEL 092-611-5670

三交設備（株） 10,000 －4001無法

電１管１機１
福岡県福岡市東区松島４－１３－２１〒813-0062

岡本　憲昭011604

TEL 092-953-2727

（株）サンワ 24,000 －4011無法

大１内１
福岡県那珂川市大字西畑９５４－１〒811-1246

池邉　忍011611

TEL 092-872-3070

（有）佐藤商会 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市早良区東入部１－２－４７－２０３〒811-1102

勝尾　真至011622

TEL 093-293-0170

（有）佐伯工務店 10,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県遠賀郡遠賀町旧停１－６－７〒811-4306

佐伯　勝久011656

TEL 0948-22-5064

（株）三光電業社 10,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市鯰田１３７６－１〒820-0001

山本　達也011660

TEL 093-791-0079

山興塗装（株） 20,000 －4008無法

と２塗２防１
福岡県北九州市若松区西天神町１－３８〒808-0101

山下　司011662

TEL 093-967-8777

酒井冷凍工業（株） 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区須賀町１－１２〒802-0034

下田　義之011663

TEL 093-522-5105

三和興産（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区寿山町６－３４〒802-0025

佐藤　英一011667

TEL 093-963-5270

（有）山恵建設 5,000 －4008無法

建１と１管１解１
福岡県北九州市小倉南区志井４－１３－８〒802-0985

村山　繁夫011692
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TEL 093-922-5251

（株）三金 5,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉北区片野新町１－１４－１９〒802-0062

金氏　亮治011710

TEL 093-751-2870

西京塗装工業（株） 30,000 －4008無法

塗２防１
福岡県北九州市若松区大字安瀬６４－１０６〒808-0022

秋吉　吾郎011733

TEL 092-596-3000

三和基礎（株） 20,000 －4011無法

土１と１
福岡県大野城市旭ケ丘１－１－１〒816-0953

田畑　敏明011744

TEL 093-511-1126

西部住機（株） 20,000 －4008有法

建１管１内１
福岡県北九州市小倉北区古船場町５－２３〒802-0082

米井　志郎011773

TEL 0949-32-1340

坂井建設（株） 12,000 －4004有法

土１建１と１管１解１
福岡県宮若市鶴田１１７０〒823-0002

坂井　孝之介011813

TEL 092-771-7531

三新工業（株） 15,000 －4001有法

土１と１機１
福岡県福岡市中央区天神３－６－３１〒810-0001

鶴　憲治011818

TEL 092-271-5591

（株）サン・ライフ 50,000 －4001有法

土２建２と２石２電２管２鋼２筋２舗１し１ガ１塗１内２機２具２水１消１解２
福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５〒812-0018

川﨑　哲平011845

TEL 093-592-5730

（株）佐藤優総合建設 10,000 －4008有法

建１大１屋１内１
福岡県北九州市小倉北区清水５－９－１〒803-0841

佐藤　優二011855

TEL 0943-24-3133

三洋道路（株） 20,000 －4007無法

土２舗２水２
福岡県八女市稲富４３４－１〒834-0047

下川　和幸011897

TEL 093-882-4025

佐藤建築 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区牧山４－１６－２１〒804-0053

佐藤　大作011899

TEL 092-672-2191

（有）三雅堂 4,700 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区舞松原１－１３－１２〒813-0042

恒屋　喬011919

TEL 0942-32-1714

三共電気工事（株） 10,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市大石町４１４－５〒830-0049

緒方　勝敏011924

TEL 093-701-0422

（株）三宮造園土木 26,000 －4008無法

土２と２舗２園２
福岡県北九州市若松区畠田３－４－１２〒808-0104

三宮　洋011941
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TEL 0944-54-5529

（有）三光重機工業 10,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市亀谷町１３２－１〒836-0823

松藤　賢治011942

TEL 0948-24-4608

三秀舗道（株） 20,000 －4010無法

土２と２舗２
福岡県飯塚市相田２７８－１１〒820-0052

長野　剛士011984

TEL 093-921-2347

（株）軸丸工務店 40,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉北区足原２－９－２０〒802-0043

軸丸　晃012010

TEL 092-939-6155

昭栄通信工業（株） 10,000 －4001無法

通１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西１－１８－１２〒811-2316

平山　利則012012

TEL 093-481-1042

白江産業（株） 48,000 －4008無法

土２建２大２と２舗２水２解２
福岡県北九州市門司区大字猿喰９４４－１〒800-0102

白江　喜久男012036

TEL 093-571-0970

新栄設備（株） 20,000 －4008有法

土１管２水１消１
福岡県北九州市小倉北区金田２－５－２４〒803-0816

上村　茂012045

TEL 092-410-0460

（株）新栄製作所 20,000 －4001有法

鋼１板１具１
福岡県糟屋郡志免町志免３－１３－２３〒811-2202

白水　靖久012053

TEL 093-282-1230

親和産業（株） 60,000 －4008有法

土１管１水１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚３６０〒811-4213

前川　友希012054

TEL 093-283-3712

（有）昭和建設工業 3,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県遠賀郡岡垣町大字波津１３０７－１〒811-4201

坂本　靖012059

TEL 0944-53-0346

（有）新生建設 20,000 －4003無法

土１建１と１鋼１舗１解１
福岡県大牟田市大黒町１－２－１〒836-0006

荻田　国夫012061

TEL 092-581-7749

（株）東雲電気通信工業 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区麦野５－２２－１２〒812-0882

浮乗　光章012090

TEL 09494-2-1170

（有）新栄産業 8,000 －4004無法

土１建１大１左１と１防１内１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新北字早山尻１７５－３〒807-1313

木上　哲彦012094

TEL 092-935-1404

志免設備工業（株） 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県糟屋郡志免町別府西３－２－３３〒811-2232

藏岡　修司012099
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TEL 092-812-3311

昭和日本化成（株） 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市西区野方３－１－８〒819-0043

吉川　省吾012100

TEL 0943-24-2115

下川建設（株） 52,000 －4007無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県八女市稲富６４６〒834-0047

下川　義弘012110

TEL 09446-2-2843

紫牟田建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町大江７３８－１〒835-0019

紫牟田　清登012116

TEL 092-895-2331

（有）城南工業 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区生の松原４－１５－７〒819-0055

重松　孝夫012117

TEL 092-551-6883

進興設備工業（株） 50,000 －4001無法

管２水１消１
福岡県福岡市南区玉川町４－２〒815-0037

井手口　富彦012118

TEL 092-441-1751

昭和ハウス工業（株） 20,000 －4001無法

建２大１左１と１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１解１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－１８－４〒812-0016

重松　友行012127

TEL 0944-72-6700

昭和舗道（株） 25,000 －4003有法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県柳川市上宮永町１３８〒832-0058

徳永　博昭012139

TEL 093-644-2361

神鋼物産（株） 10,000 －4008無法

土１建１管１鋼１機１水１
福岡県北九州市八幡西区東浜町９－３〒806-0002

友納　郁彦012142

TEL 0948-42-0078

（株）上瀧組 10,000 －4010無法

土１建１と１
福岡県嘉麻市漆生８８１〒820-0201

上瀧　洋介012149

TEL 0948-22-1053

下川建設（株） 90,000 －4010無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園１水２
福岡県飯塚市立岩１２６４〒820-0003

下川　利一012161

TEL 093-661-5594

下田畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡東区枝光３－１２－１７〒805-0002

下田　守012174

TEL 09434-2-1183

（資）柴尾電気商会 10,000 －4007有法

電１管１通１水１消１
福岡県八女市黒木町桑原８３－１〒834-1216

柴尾　清成012195

TEL 093-521-4497

（株）昭電工事エンジニアリング 10,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市小倉北区神岳１－４－１６〒802-0045

山本　敏久012201
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TEL 092-691-2151

松和建設（株） 20,000 －4001有法

土２と２舗２し２水２
福岡県福岡市東区土井４－２８－３〒813-0032

只松　保右012209

TEL 092-522-1131

新英通信工業（株） 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区高砂２－１１－２９〒810-0011

中垣　正二012231

TEL 093-561-1242

（株）清水工務店 30,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市小倉北区青葉２－１１－１〒803-0822

川上　慎三012234

TEL 0942-32-5427

（株）篠原工務所 30,000 －4002無法

建２と２解２
福岡県久留米市中央町２９－１９〒830-0023

篠原　靖典012239

TEL 0942-53-3968

（株）下川土木 30,000 －4007無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県筑後市大字尾島２０２〒833-0014

下川　善弘012247

TEL 093-931-5010

（有）新東建設 30,000 －4008無法

土１建１と１
福岡県北九州市小倉南区若園２－１３－２２〒802-0816

森本　一幸012270

TEL 093-751-3157

（株）重永建設 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市若松区本町１－２－２５〒808-0034

岳藤　裕子012279

TEL 093-472-3411

白石鉄工（株） 48,000 －4008有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２水２解２
福岡県北九州市小倉南区新曽根１－１〒800-0211

本田　和明012286

TEL 093-617-0800

（株）新田中 20,000 －4008有法

土２建２水２
福岡県北九州市八幡西区香月中央１－１２－１８〒807-1102

田中　邦和012294

TEL 0944-53-2429

昭和住宅（株） 20,200 －4003有法

建１
福岡県大牟田市不知火町２－７－６〒836-0843

圓佛　洋右012297

TEL 092-863-5660

アート住宅 －4001無個

建１
福岡県福岡市城南区大字東油山字黒ノ原５１４－２７〒814-0155

篠崎　爲八郎012303

TEL 092-281-1717

（株）秀電社 30,000 －4001有法

電２機２通１
福岡県福岡市博多区対馬小路９－２３〒812-0020

秀嶋　克仁012309

TEL 092-861-7414

信越工業（株） 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区西片江１－７－３２〒814-0141

本村　英喜012312
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TEL 0948-23-6355

柴田建設工業（株） 40,500 －4010無法

土２建２と２石２管２鋼２舗２園１水２解２
福岡県飯塚市柏の森４７７－１〒820-0011

柴田　和喜012327

TEL 0942-77-0380

重松工務店 －4002無個

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字三川４６３－１〒830-1203

重松　福美012336

TEL 0949-26-2600

（株）白石組 50,000 －4004有法

土１建１と１鋼１舗１水１解１
福岡県直方市大字頓野５８９－３８〒822-0002

白石　博012351

TEL 093-435-0100

（株）エクシス 80,000 －4005有法

土１建１と１板１
福岡県京都郡苅田町大字苅田字松浦３７８７－８〒800-0365

鬼木　保012355

TEL 0930-32-2951

白水建設（有） 30,000 －4005無法

土２建２と２管１舗２水２解２
福岡県京都郡みやこ町勝山箕田１１８２－１〒824-0811

白水　栄二012372

TEL 093-651-4165

（株）志道工務店 40,000 －4008有法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
福岡県北九州市八幡東区松尾町２２－１０〒805-0032

藤井　武樹012409

TEL 093-962-6373

白山工務店 －4008有個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区大字横代１１４－２〒802-0824

白山　康夫012416

TEL 092-621-9736

敷島建設工業（株） 50,000 －4001無法

建２鋼２
福岡県福岡市東区筥松３－１５－９〒812-0061

松田　啓二012427

TEL 092-431-0654

（有）篠崎冷熱工業 8,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区博多駅前１－２４－２７〒812-0011

篠　　元一012446

TEL 093-612-0228

昭和住宅（株） 20,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西４－２－１６〒807-0074

三徳屋　浩012451

TEL 092-586-5811

昭和電設工業（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区光丘町１－２－２７〒812-0874

橋口　尚史012474

TEL 093-662-1351

新電設備（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区尾倉１－１１－１〒805-0059

丹下　重則012478

TEL 092-581-9488

（有）信電工社 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区麦野１－６－１１〒812-0882

佐保　守012492
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TEL 0942-43-6071

（株）執行工業 20,000 －4002無法

管２水１消１
福岡県久留米市山川神代３－８－３０〒839-0811

執行　慶二012509

TEL 093-618-4302

（株）迫田技研 10,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡西区茶屋の原２－３－３０〒807-1134

迫田　太012556

TEL 0942-52-3357

下川産業（株） 25,000 －4007無法

土２と２石１鋼１舗２し２塗１水２解２
福岡県筑後市大字津島４８２〒833-0015

下川　博光012585

TEL 092-522-2385

篠原塗装（株） 10,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市南区大楠３－２８－３１〒815-0082

古賀　正和012601

TEL 092-521-0777

（株）重岡工務店 22,000 －4001無法

建２解２
福岡県福岡市中央区平尾５－３－１５〒810-0014

重岡　昌伸012611

TEL 093-662-6355

（株）新興 20,000 －4008無法

土１と１管１鋼１機１水１
福岡県北九州市八幡東区枝光本町５－２０〒805-0008

古川　政樹012664

TEL 093-521-4625

（有）しまデザイン 4,100 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区馬借１－１３－３３〒802-0077

嶋木　匠012669

TEL 092-741-3231

（株）ジー・エス・タカハシ 60,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区天神３丁目１０－１０〒810-0001

　橋　浩012688

TEL 0947-73-2503

柴田建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡川崎町大字田原５０９－１３〒827-0004

柴田　勇012697

TEL 093-561-4919

（株）進州電気 30,000 －4008無法

電２通１消１
福岡県北九州市小倉北区熊谷４－１４－５５〒803-0864

進　勝義012705

TEL 0979-83-3222

（有）昴建設 10,000 －4005無法

土１舗１水１
福岡県豊前市荒堀４４４－１〒828-0061

小野　昌昭012714

TEL 093-651-0728

（株）新日建 48,000 －4008無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２
福岡県北九州市八幡東区荒生田２－１－４１〒805-0015

新原　和弘012729

TEL 093-621-3561

（株）敷田工務店 10,000 －4008無法

土１管１し１水１消１
福岡県北九州市八幡西区筒井町８－２〒806-0032

敷田　安政012736
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TEL 093-662-1345

（株）新和建設 41,000 －4008有法

土１建１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡東区中央３－７－１５〒805-0019

大塚　昌博012742

TEL 092-482-9666

秀和工業（株） 20,000 －4001有法

土１建１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－７－３５〒812-0011

中村　成克012745

TEL 092-939-2043

勝英空調（株） 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－７－２２〒811-2317

杉　哲夫012756

TEL 0948-92-0701

（株）修成工業 40,000 －4010無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県飯塚市勢田１８６８－１〒820-1111

藤本　隆二012761

TEL 0942-21-8365

（有）寿楽園 5,000 －4002無法

土１と１園１
福岡県久留米市上津町１３２０－１－１〒830-0052

近藤　世士典012763

TEL 092-881-0146

（有）白水電気工事商会 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区姪浜駅南４－２－１０〒819-0006

白水　秀二012777

TEL 0944-53-3719

（株）白金鉄工所 18,000 －4003無法

鋼１機１
福岡県大牟田市西新町１８〒836-0031

蓮尾　峻継012779

TEL 092-942-3931

（株）上東商事 50,000 －4001有法

土２と２石２管１舗２し２水２
福岡県古賀市青柳７６７〒811-3134

上田　利治012791

TEL 092-926-5638

西日本保安用具 －4011有個

と１
福岡県筑紫野市大字山家２９０６－１５〒818-0003

清水　文雄012794

TEL 0949-52-0204

（有）清水組 20,000 －4004無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県宮若市原田１８８５－２〒822-0112

清水　保012801

TEL 093-282-1665

（株）住研 10,000 －4008有法

建１
福岡県遠賀郡岡垣町公園通り１－１－２７〒811-4235

小早川　輝成012805

TEL 093-602-3121

（有）新西日本水道設備 3,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区則松６－１４－２５〒807-0831

梶山　貴志012807

TEL 093-772-5158

（株）白石板金工作所 10,000 －4008無法

屋１板１防１
福岡県北九州市若松区南二島２－１７－１４〒808-0109

園元　実012840
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TEL 092-431-1629

親栄電業（株） 20,000 －4001無法

電２消１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－３１－３１〒812-0016

出口　浩明012858

TEL 092-475-3021

昌運工業（株） 10,000 －4001有法

管１鋼１機１
福岡県福岡市博多区東比恵３－２２－２６〒812-0007

梅田　昭二012865

TEL 092-624-8010

（株）新興精機 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市東区馬出６－１４－１７〒812-0054

松井　英享012872

TEL 092-712-1577

（株）白石建設 30,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市中央区今泉１－３－１１〒810-0021

林　孝行012880

TEL 092-582-1068

（株）城建設 33,000 －4001有法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市博多区麦野５－１３－５〒812-0882

城本　哲也012897

TEL 092-587-8118

（株）アーバンテック 50,000 －4001有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市博多区板付４－７－２８〒812-0888

縄田　秀則012933

TEL 0940-36-0298

（有）室内装飾福屋 3,000 －4008無法

内１
福岡県宗像市田熊２－１－１３〒811-3431

福﨑　峰弘012947

TEL 092-952-6865

新和ボーリング工業（株） 20,000 －4011有法

と１井１
福岡県那珂川市大字埋金８０１－３〒811-1232

山口　弘志012964

TEL 093-617-2705

（株）城山水道設備 10,000 －4008無法

土１建１と１石１管１舗１し１水１消１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－１８－２２〒807-1261

城山　清012972

TEL 0942-34-9323

昭和展創（株） 36,000 －4002有法

内１
福岡県久留米市東町４－１６〒830-0032

行徳　智嘉恵012975

TEL 0940-42-0617

（株）篠崎建設 30,000 －4008無法

建２
福岡県福津市内殿１０２１－９〒811-3205

篠崎　剛012992

TEL 093-644-2936

スガハラテクノ（株） 45,000 －4008有法

電１管２機２
福岡県北九州市八幡西区東浜町９－１〒806-0002

古江　訓雄013023

TEL 092-441-1515

末松九機（株） 100,000 －4001有法

電２管１機２通１
福岡県福岡市博多区美野島２－１－２９〒812-0017

今福　正教013055
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TEL 092-621-4865

（株）鈴木工業所 20,000 －4001有法

鋼２機２水２
福岡県福岡市博多区吉塚１－２７－１７〒812-0041

鈴木　慎一013060

TEL 093-641-2121

菅設備（株） 40,000 －4008無法

管１消１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水１－１０－５〒806-0051

菅　フジ子013069

TEL 093-701-7400

（株）末岡工務店 35,000 －4008無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区星和町２－３４〒807-0829

末岡　和則013071

TEL 092-611-0200

（株）スギヤマ 20,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県福岡市東区多の津４－５－１３〒813-0034

杉山　英治013097

TEL 0948-72-0012

（資）末吉組 30,000 －4010無法

土１と１石１舗１
福岡県飯塚市大分２２４０－１〒820-0712

末吉　正013103

TEL 092-591-2464

（株）杉工務店 10,000 －4011有法

建１
福岡県春日市下白水南２－６３〒816-0846

杉　健一郎013104

TEL 093-617-1075

（株）末松設備工業 10,000 －4008無法

土１管１機１消１
福岡県北九州市八幡西区野面２－２－３２〒807-1262

末松　寿市013111

TEL 092-926-3189

鈴王建設（株） 10,000 －4011有法

土１建１と１
福岡県筑紫野市山家４７７７－１〒818-0003

鈴木　就生013122

TEL 092-761-0303

（株）スペースデザイン研究所 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区大名１－１－８〒810-0041

難波　光太郎013128

TEL 0944-22-5354

須﨑工務店 －4003無個

土１建１
福岡県みやま市高田町江浦町６６３〒839-0212

須﨑　准一013170

TEL 092-572-2215

（有）須和建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区日佐３－１５－１０〒811-1313

河原　良治013173

TEL 093-381-2331

末永商事（株） 10,000 －4008有法

石１タ１
福岡県北九州市門司区黄金町７－３８〒800-0027

末永　武豊013195

TEL 092-611-1153

寿美アート工業（株） 10,000 －4001有法

建１大１屋１板１内１機１
福岡県福岡市東区松田１－２－８〒812-0064

吉松　寿美013216
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TEL 093-381-1855

（有）菅沼空調サービス 5,000 －4008無法

建１管１内１
福岡県北九州市門司区上藤松１－１－２３〒800-0044

日野　兼治013265

TEL 093-471-1818

（有）簾工務店 10,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉南区沼本町１－９－２９〒800-0208

簾　純一013295

TEL 092-325-9700

（株）水栄設備 20,000 －4001無法

土２管２水２
福岡県糸島市二丈武１１８－３〒819-1616

山﨑　好光013366

TEL 093-652-2725

（株）スワシタ 20,000 －4008無法

左１と２塗２防１内１
福岡県北九州市八幡東区松尾町１７－３４〒805-0032

諏訪下　司013367

TEL 093-883-1120

菅原造園建設（株） 20,000 －4008無法

土１園２
福岡県北九州市戸畑区天神２－２－２１〒804-0094

菅原　猛013378

TEL 0949-26-6469

須山電気 －4004無個

電１
福岡県直方市大字感田２２１５－３１〒822-0001

須山　貴美敏013383

TEL 093-642-2025

三喜建設工業 －4008無個

土１と１水１解１
福岡県北九州市八幡西区樋口町５－１３〒806-0048

杉本　相吉013387

TEL 0947-45-3306

角屋塗装 －4009無個

建１塗１
福岡県田川市大字川宮１３３２〒826-0042

角屋　光男013391

TEL 093-651-8572

総合建設業杉本組 －4008無個

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市八幡東区高見５－５－３－２０４〒805-0016

杉本　茂013397

TEL 092-861-2790

（株）杉岡工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区次郎丸５－１４－１７〒814-0165

杉岡　勇013407

TEL 0947-63-2571

（有）鈴木板金製作所 3,000 －4009無法

管１
福岡県田川郡大任町大字今任原３４０１－５２〒824-0511

鈴木　信之013416

TEL 0930-24-0787

（株）末松組 5,000 －4005無法

土１
福岡県行橋市行事３－２０－２１〒824-0001

末松　祐治013417

TEL 0930-22-7988

（株）周防灘ビルサービス 10,000 －4005有法

土１管１園１水１
福岡県行橋市南大橋２－３－８〒824-0032

岡本　隆013418
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TEL 092-622-0879

末永土木（株） 8,000 －4001有法

土１
福岡県糟屋郡志免町別府北１－１５－１０〒811-2205

末永　静夫013422

TEL 0930-24-7860

炭屋工務店 －4005無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県行橋市大字金屋５７４－２７〒824-0004

炭屋　末人013434

TEL 092-811-3265

アスミオ．（株） 98,000 －4001無法

土２建２大２左２と２石２屋２電１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９－４〒819-0038

吉岡　澄男013440

TEL 0942-32-2442

角消防設備（株） 10,000 －4002有法

消１
福岡県久留米市通町１０－１１〒830-0018

角　正司013474

TEL 093-882-7003

（株）スズキ建工 10,000 －4008無法

石１タ１塗１
福岡県北九州市戸畑区境川２－１－３１〒804-0013

山下　惠作013482

TEL 0930-23-1068

（有）末広組 5,000 －4005無法

土１舗１
福岡県行橋市行事１－１４－７〒824-0001

末廣　一則013494

TEL 093-611-1311

慶洋 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区的場町２３－２４〒807-0841

菅原　信洋013496

TEL 0944-55-8405

末松建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字今山２０５４－５〒837-0922

末松　優013510

TEL 0947-42-1869

（株）水交舎 25,000 －4009無法

土１管１水１
福岡県田川市大字川宮４２０－１〒826-0042

平田　辰司013516

TEL 0949-52-0399

（株）杉園道路建設 5,000 －4004無法

土１と１舗１解１
福岡県宮若市金丸８２０－１〒822-0111

杉園　徹013517

TEL 093-531-3221

（株）スペースデザインモブ 10,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区中島１－１６－１１〒802-0076

岡　祐次013521

TEL 0944-55-4171

末吉建設（株） 30,000 －4003有法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県大牟田市東新町１－５－１〒836-0806

末吉　人士013524

TEL 093-245-0475

（株）須賀電エンジニアリング 10,000 －4008無法

電１
福岡県中間市桜台２－１３－６〒809-0017

大須賀　聡行013526
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TEL 092-926-1300

東洋ベース（株） 10,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県筑紫野市大字山家３８１９－１〒818-0003

田畑　文徳013538

TEL 0947-82-3294

（有）杉本建設 10,000 －4009無法

土１建１と１舗１解１
福岡県田川郡添田町大字庄２２８１－１〒824-0601

杉本　みどり013545

TEL 0942-26-7677

末安組 －4002無個

土１舗１
福岡県久留米市安武町安武本２０６３－１〒830-0072

末安　幸隆013547

TEL 0940-42-3225

（有）砂留組 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県福津市小竹１－２－３０〒811-3226

砂留　博之013549

TEL 092-894-5261

末広産業（株） 10,000 －4001無法

土１と１屋１タ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市西区拾六町２－１０－４５〒819-0041

平田　直樹013565

TEL 093-222-3225

スエヒロ電気 －4008無個

電１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３８－９〒807-0141

岡本　末広013595

TEL 092-566-0420

（株）杉山電設 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市南区桧原７－５８－２３〒811-1355

杉山　善昭013597

TEL 093-481-5790

（株）研工 20,000 －4008有法

鋼１具１
福岡県北九州市門司区新門司１－１４－８〒800-0115

下薗　利成013604

TEL 093-962-0089

角興産（有） 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区横代北町１－６９６－１２〒802-0821

角　正一013608

TEL 092-881-0080

（株）ＷＥＤＧＥ 7,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区福重３－２３－２７〒819-0022

谷岡　宗昭013614

TEL 093-761-3082

末永畳商店 －4008無個

内１
福岡県北九州市若松区大井戸町１－１〒808-0033

末永　次男013616

TEL 0942-34-2854

末安工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市梅満町１４９８〒830-0048

末安　隆義013628

TEL 093-701-0809

（有）菅工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市若松区赤島町１３－３４〒808-0073

菅　輝彦013631
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TEL 09443-2-0331

杉設備 －4003有個

土１管１水１
福岡県三潴郡大木町大字上牟田口９０６〒830-0413

宮本　明美013633

TEL 092-322-0430

鈴木建設（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県糸島市前原駅南３－２１－２６〒819-1138

鈴木　健二郎013634

TEL 0942-53-2328

（株）末次鉄構建設 10,000 －4007無法

建１
福岡県筑後市大字蔵数６４５－３〒833-0054

末次　昭二013640

TEL 093-621-0889

（有）末松産業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区陣原１－７－９〒807-0821

末松　久美013643

TEL 0930-22-1407

すえまつ興産（株） 30,000 －4005有法

土１建１と１屋１管１舗１内１園１水１解１
福岡県行橋市行事７－２４－３５〒824-0001

末松　孝一013650

TEL 0949-29-4235

末岡塗装 －4004無個

塗１防１
福岡県直方市大字永満寺２８４１－６〒822-0005

末岡　正幸013653

TEL 0942-72-6545

（株）末次建装 20,000 －4002無法

建２大２左２と２屋２タ２鋼２板２塗２防２内２
福岡県小郡市下西鯵坂８８６－１〒838-0134

江上　満雄013654

TEL 0948-22-4849

（株）末次組 25,000 －4010無法

建２
福岡県飯塚市柏の森６３４－１６〒820-0011

末次　憲一013656

TEL 0942-52-4710

（有）角組 20,000 －4007無法

土２と２舗２水２解２
福岡県筑後市大字山ノ井５９７－１〒833-0031

角　潤児013659

TEL 092-948-0822

（有）住処 10,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字金出３４２４－１３〒811-2402

藤原　秀樹013660

TEL 092-551-1173

（株）ステップ 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区柳河内１－３－１０〒815-0063

清田　洋013666

TEL 092-322-5655

（有）末永工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市曽根３６６－１０〒819-1561

末永　勝仁013674

TEL 092-501-6101

（有）須川防水工業 3,000 －4011無法

防１
福岡県春日市一の谷３－１４９－２〒816-0852

須川　孝雄013675



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

72頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-871-6300

（有）菅原松好園 3,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市戸畑区天神２－６－２〒804-0094

菅原　健治013678

TEL 0946-52-1875

（有）末益建設 10,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市長渕７４４－１〒838-1314

末益　豊013680

TEL 0949-26-5211

（有）須崎板金工業 3,000 －4004無法

管１
福岡県直方市大字頓野３０５３－３〒822-0003

須崎　政則013686

TEL 093-883-1115

（有）菅生設備工業 5,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸３－１０８〒804-0077

枳穀　義彦013687

TEL 0947-46-1190

鈴木建設 －4009有個

土１建１
福岡県田川市大字糒６６－３〒825-0005

鈴木　勝次013693

TEL 0942-32-9425

（株）角養翠園 30,000 －4002無法

土２と２舗２園２
福岡県久留米市津福今町３２８－２〒830-0061

角　博俊013702

TEL 0943-77-7682

（株）須山鉄工 10,000 －4002有法

鋼１
福岡県うきは市浮羽町高見１４０７－１〒839-1406

須山　雄一013705

TEL 0947-44-3491

壽田畳ふすま工業 －4009無個

内１
福岡県田川郡川崎町大字池尻６７７－２〒826-0002

壽田　洋人013711

TEL 092-847-2211

（株）スペース 50,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区有田２－４－５〒814-0033

江頭　忠義013712

TEL 092-801-0893

（有）杉本興業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区野芥３－１２－２１〒814-0171

杉本　清敏013714

TEL 092-551-3416

天壮園 －4001有個

園１
福岡県福岡市南区中尾２－３３－２３〒811-1364

杉本　平013723

TEL 092-944-6901

（有）巣立工業 3,000 －4001無法

屋１板１
福岡県古賀市小竹８－１９〒811-3135

鷹巣　一樹013724

TEL 092-804-8521

（有）陶山断熱 3,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市早良区大字脇山字谷口２２８５－２〒811-1111

陶山　雄二013725
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TEL 0940-37-2009

（有）スリーエス・プランニング 5,000 －4008有法

電１機１通１
福岡県宗像市大井台２５－３〒811-3433

内山　浩一013726

TEL 093-391-0780

（有）砂原組 3,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市門司区奥田１－２－１０〒800-0011

砂原　修二013728

TEL 092-881-4964

末松工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市西区姪の浜５－２０－１２〒819-0002

末松　寿013733

TEL 093-342-1155

（有）巢山塗装工業 8,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市門司区黒川西２－４－１５〒801-0825

中村　孝範013739

TEL 0947-42-4810

（株）菅野建設 40,000 －4009無法

土１建２と２舗１塗１防１水１解１
福岡県田川市大字伊田３９５７〒825-0002

菅野　親平013741

TEL 0944-22-2055

スサキ －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町江浦町５１２－３〒839-0212

須﨑　昭二郎013742

TEL 092-691-4661

（有）須藤友規工務店 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市東区八田２－２２－１８〒813-0031

須藤　浩之013743

TEL 0946-21-1352

（有）陶山工業 3,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉市甘木２３７２－９〒838-0068

陶山　眞013746

TEL 0930-42-3180

鈴木建設（株） 40,000 －4005無法

土２と２管２鋼２舗２し２水２解２
福岡県京都郡みやこ町犀川谷口６５９－２４〒824-0216

鈴木　由美子013748

TEL 093-617-2231

杉山鉄筋工業（有） 5,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市八幡西区楠北３－６－１８〒807-1154

杉山　和章013749

TEL 092-936-5150

（株）スタッド興業 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡志免町田富４－８－３８〒811-2204

寺田　誠013752

TEL 093-246-2564

（株）砂山営農組合 10,000 －4008有法

管１
福岡県中間市大字垣生１４０４－４〒809-0001

藤本　利彦013753

TEL 092-501-2888

（有）スタジオジャック 3,000 －4011無法

内１
福岡県春日市光町３－１１３－１〒816-0806

能勢　純二013757
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TEL 093-371-3023

（株）瀬戸組 20,000 －4008無法

建２内２解２
福岡県北九州市門司区中二十町３－２９〒800-0023

梶原　睦美014003

TEL 093-671-1080

（株）瀬登 34,500 －4008無法

土２と２電２管２鋼２舗２塗２水２消１
福岡県北九州市八幡東区枝光２－７－３２〒805-0002

下岡　克明014023

TEL 092-771-3731

（株）善工務店 76,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市中央区今泉１－２１－１３〒810-0021

善　高志014025

TEL 092-611-2228

西部防災工業（株） 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市博多区吉塚４－１６－３〒812-0041

篠原　賢次014030

TEL 0942-39-1123

西部電業（株） 30,000 －4002無法

電２通１
福岡県久留米市西町１１３９－１５〒830-0038

井上　孝014033

TEL 092-721-0280

（株）西部保温 10,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市中央区鳥飼１－２－７〒810-0053

鶴丸　忠雄014045

TEL 092-924-2638

成光建設（株） 20,000 －4011有法

建２
福岡県太宰府市水城３－１１－１〒818-0131

柳原　荘一郎014054

TEL 092-411-4761

（株）正興サービス＆エンジニアリング 30,000 －4001有法

電２管２機２
福岡県福岡市博多区東光２－７－２５〒812-0008

大場　栄一014064

TEL 092-511-5101

正興電気建設（株） 30,000 －4001無法

土１電２機２
福岡県福岡市南区若久５－２４－２５〒815-0042

奥畑　幸広014067

TEL 092-629-6133

西部安全施設工業（株） 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市東区多の津４－２－４６〒813-0034

蓑原　将014072

TEL 0942-43-4008

聖光建設（株） 20,000 －4002無法

建２
福岡県久留米市合川町１２３５〒839-0861

江頭　栄二014085

TEL 093-661-4635

清新産業（株） 200,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２塗２水２
福岡県北九州市八幡東区山王１－１６－８〒805-0017

吉森　恵一014088

TEL 093-563-4943

西部産業（株） 20,000 －4008無法

土２建２鋼２塗２防２
福岡県北九州市小倉北区弁天町９－３０〒803-0856

松下　有喜男014103



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

75頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-63-2127

正和道路（株） 15,000 －4009有法

土１舗１
福岡県田川郡大任町大字今任原１７－１〒824-0511

大村　勝行014110

TEL 092-591-2828

（株）センター機材 10,000 －4001有法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市博多区諸岡５－１－８〒812-0894

多田　哲夫014112

TEL 092-431-5102

青南建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区那珂１－３５－１７〒812-0893

青木　英昭014136

TEL 092-411-5591

西部化成工業（株） 25,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区東比恵３－１４－８〒812-0007

井上　勉014148

TEL 092-565-5549

正京建設（株） 40,000 －4001無法

土２建２大２左２と２タ２舗２塗２防２内２具２
福岡県福岡市南区野多目４－３１－１３〒811-1347

苑田　信秋014151

TEL 092-441-0793

ゼオライト（株） 90,000 －4001有法

電１管１機２井１水１
福岡県福岡市博多区那珂５－１－１１〒812-0893

嶋村　謙志014156

TEL 092-947-1065

（株）勢門製材所 30,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４０６〒811-2413

伊勢田　吉彦014157

TEL 092-553-7566

西部総合機工（株） 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区清水１－２４－５〒815-0031

住井　やす子014160

TEL 093-481-3977

（株）清家石材工業 20,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市門司区新門司１－１４－６〒800-0115

清家　伸二014167

TEL 093-618-3101

西部九州サービス工業（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区大字野面字年登８５１－１〒807-1262

松吉　繁014183

TEL 092-558-8488

セイコーエアコン（株） 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区浦田１－１１－１０－１０１〒812-0861

向野　純法014192

TEL 093-601-2321

（株）千石 45,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区則松５－１０－１〒807-0831

名越　正勝014193

TEL 093-571-5778

（有）千両組 3,000 －4008無法

土１建１
福岡県北九州市小倉北区井掘１－２０－４０－３０４〒803-0835

松本　裕次郎014209
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TEL 092-804-5404

摂津建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区内野４－７－２２〒811-1123

摂津　登司郎014214

TEL 093-561-1821

（株）成光社 10,000 －4008有法

園１
福岡県北九州市小倉北区高尾２－５－３３〒803-0853

片江　未来014227

TEL 092-472-6311

西部特機工業（株） 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区豊１－８－２１〒812-0042

　嶋　紳一郎014243

TEL 093-371-5946

瀬戸建設工業（株） 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市門司区永黒２－５－３０〒800-0017

瀬戸　孝一014268

TEL 092-503-1566

（株）西部保安 10,000 －4001無法

土１と１塗１
福岡県福岡市博多区大字立花寺２９９〒812-0862

荒木　忠孝014285

TEL 092-504-3551

（株）関屋電設 20,000 －4011無法

土１電２通１消１
福岡県大野城市川久保３－１－１０〒816-0905

占部　豊014305

TEL 092-566-6787

（株）関山商店 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区鶴田３－１２－１〒811-1352

関山　豊光014312

TEL 092-806-8346

（株）清進工業 10,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市西区今津５４１３－１２〒819-0165

篠森　義晴014327

TEL 092-541-4608

（有）関建具製作所 8,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市南区野間１－１８－２１〒815-0041

関　竜臣014331

TEL 0944-62-5111

瀬口開発（株） 20,000 －4003無法

土２と２舗２し２解２
福岡県みやま市瀬高町本郷６９７〒835-0021

瀬口　義夫014332

TEL 0949-22-3561

（株）清々舎 10,000 －4004有法

土１管１清１
福岡県直方市大字山部１０１０〒822-0034

黒木　乙恵014336

TEL 092-591-1732

瀬戸工業 －4011無個

左１と１
福岡県春日市上白水７－９８〒816-0844

瀬戸　利信014339

TEL 092-811-7228

（株）西陵設備 25,000 －4001有法

管２水２
福岡県福岡市西区野方６－２２－１〒819-0043

有吉　廣男014340



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

77頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-481-3490

瀬戸内土木工業（有） 30,000 －4008無法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市門司区大字猿喰９４２－５〒800-0102

白江　剛014353

TEL 093-621-2161

（有）リフォームツガミ 10,000 －4008有法

建１防１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２－１０－１９〒806-0047

清水　広之014356

TEL 0944-52-6854

西部機工（株） 25,000 －4003有法

管１鋼１機１
福岡県大牟田市七浦町４５－１〒836-0865

堤　直温014357

TEL 092-503-7621

西部ポンプ機工（株） 10,000 －4011有法

と１機１井１
福岡県大野城市御笠川２－１６－２〒816-0912

後藤　敏男014362

TEL 0940-43-4421

（株）バイオテック 10,000 －4008無法

土１建１管１水１
福岡県福津市福間南１－２０－３０〒811-3212

竜口　允孝014365

TEL 092-611-5853

西光建設（株） 100,000 －4001無法

土２建２と２鋼２舗２水２
福岡県福岡市東区馬出６－２－１８〒812-0054

髙丘　利勝014383

TEL 0944-56-5336

成和機工（株） 10,000 －4003無法

と１管１機１
福岡県大牟田市四山町８０－１００〒836-0067

西島　国博014386

TEL 092-926-3966

関工務店 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字原田４５６－３８〒818-0024

関　務014391

TEL 092-504-0819

（有）西南空調 3,000 －4011無法

電１管１水１
福岡県大野城市大城２－４－１６〒816-0911

西田　逸郎014400

TEL 092-822-2917

（株）成電社 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市早良区原５－２２－１５〒814-0022

成瀬　　014410

TEL 093-571-5585

（株）西通 10,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市小倉北区井堀４－１－３２〒803-0835

野田　義信014414

TEL 092-521-1139

（株）設備保守センター 20,000 －4001有法

電１管１機１水１消１清１
福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１〒810-0011

井上　宗洋014417

TEL 093-473-6315

（有）清新建設 3,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１舗１し１内１水１
福岡県北九州市小倉南区東貫３－２０－１３〒800-0224

小清水　新一014418
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TEL 093-592-1068

（有）清信建設 3,000 －4008無法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区高尾１－２２－１〒803-0853

小清水　芳信014421

TEL 093-881-4785

（株）誠宝園 10,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市戸畑区旭町２－３〒804-0083

藤井　琢也014437

TEL 092-633-4122

（株）センター企画 10,000 －4001無法

土１と１タ１水１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１０－７〒812-0051

松本　明洋014441

TEL 0940-52-2537

銭花電工 －4008無個

電１
福岡県福津市津屋崎１－１４－２７〒811-3304

銭花　英明014442

TEL 092-691-5995

（有）誠和産業 6,000 －4001無法

管１機１
福岡県福岡市東区蒲田３－２－３２〒813-0023

小林　光輝014456

TEL 092-822-1150

清家建設（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区昭代２－７－５〒814-0012

清家　幸治014459

TEL 092-871-1450

（有）西部鋼機 3,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市早良区次郎丸５－１０－４０〒814-0165

佐々木　国夫014485

TEL 092-691-5201

（株）善商 20,000 －4001無法

土１建２大１タ１板１塗１防２内１具２
福岡県福岡市東区名子１－２０－２７〒813-0024

亀岡　勝善014495

TEL 092-804-4250

（株）仙道土木 20,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区内野５－２－１０〒811-1123

田上　成人014502

TEL 092-522-3775

成和商事（株） 20,000 －4001有法

内１具１
福岡県福岡市中央区高砂１－２４－２６〒810-0011

永倉　正臣014503

TEL 0942-78-4068

（有）千徳造園 20,000 －4002無法

土１と１舗１園１水１
福岡県久留米市北野町中３１７９－２〒833-1113

千徳　正利014518

TEL 0942-35-5720

西友建装（株） 10,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市原古賀町２５－１１〒830-0046

大久保　龍二014525

TEL 093-293-3439

（株）セハラ 10,000 －4008無法

大１
福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府１４７〒811-4332

溝口　将司014531
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TEL 093-283-2135

（有）千石電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡岡垣町東山田１－９－２４〒811-4220

石田　千春014536

TEL 093-561-7262

瀬戸井工務店（株） 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘７－２〒803-0833

髙木　康市014542

TEL 093-941-5860

（株）西部エレベーターサービス 20,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園２－２－２〒802-0814

千賀　洋平014543

TEL 092-834-7817

（有）西部ペイント 10,000 －4001有法

塗１
福岡県福岡市早良区脇山１３６７－１〒811-1111

山下　勝一014546

TEL 092-512-0161

清興建設（株） 25,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市南区桧原７－４０－５〒811-1355

原田　信一014548

TEL 092-691-7378

（株）誠光建設 20,000 －4001無法

土２建２解１
福岡県福岡市東区名子３－５－３〒813-0024

原　浩一郎014549

TEL 0944-52-2601

聖和電気工業（株） 10,000 －4003無法

建１大１電１内１
福岡県大牟田市上町２－４－１１〒836-0853

中島　恵治014558

TEL 092-585-6730

（株）聖和電工 10,000 －4011無法

電１
福岡県春日市一の谷２－６〒816-0852

城戸　勉014560

TEL 093-671-6957

（株）西部システム・エンジニアリング 30,000 －4008無法

土２建２大２左２と２屋２タ２鋼２舗２板２塗２防２内２水２解２
福岡県北九州市八幡西区清納２－１０－１９〒806-0013

樋口　睦014561

TEL 093-451-5041

（有）清和塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区長尾２－４－７〒803-0274

清家　明014566

TEL 092-873-0015

（有）正伸建設 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市早良区田村３－３３－１４－３０１〒814-0175

友納　正親014580

TEL 092-585-1411

（株）西部トーヨー 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区西春町３－４－４〒812-0873

世戸口　勇造014581

TEL 0942-23-5521

（有）生友建設 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市善導寺町飯田５３０－７〒839-0824

桝田　友晴014582
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TEL 092-326-5334

（株）関製材所 10,000 －4001有法

建１
福岡県糸島市二丈吉井４０３０－６〒819-1641

関　秀男014583

TEL 093-961-8950

（有）セラ錦陵 5,000 －4008有法

タ１
福岡県北九州市小倉南区横代南町５－１６－８〒802-0826

加來　勝己014592

TEL 093-601-0217

清建工業（有） 3,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区折尾１－８－２０〒807-0825

俵口　周平014593

TEL 0948-25-2232

（株）正興プラント 13,000 －4010無法

管１板１機１絶１
福岡県飯塚市鯰田３１０〒820-0001

仲村　典子014595

TEL 0940-36-1700

（株）カネコ 10,000 －4008無法

土１
福岡県宗像市田熊４－８－１２－３０１〒811-3431

金子　清美014600

TEL 093-962-2323

星和住研（株） 20,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区徳力１－１２－６〒802-0974

河原　淳014602

TEL 0949-32-8821

世良工務店 －4004無個

大１
福岡県宮若市磯光１６３３－１〒823-0004

世良　勝廣014607

TEL 0948-72-3104

（有）セイゴ 3,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市大分１４５２〒820-0712

林　清海014608

TEL 092-821-2486

（有）セレクトサンセイ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区茶山１－４－２７〒814-0111

中橋　英二014611

TEL 092-926-1022

（有）セトグチ機電 3,500 －4011無法

機１
福岡県筑紫野市山家２３２６－１〒818-0003

瀬戸口　功014614

TEL 092-503-4500

（有）関山工務店 3,000 －4011無法

建１内１
福岡県大野城市乙金１－１３－３〒816-0902

関　憲治014615

TEL 0944-72-2254

せんこや建具（有） 10,000 －4003無法

具１
福岡県柳川市三橋町藤吉５２５〒832-0824

藤丸　眞二014620

TEL 092-571-5518

（有）セイシン 3,000 －4011無法

タ１
福岡県春日市白水池２－２〒816-0848

八野　真司014627
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TEL 092-805-4312

（有）正和組 3,000 －4001無法

土１と１石１舗１水１
福岡県福岡市西区横浜１－２８－１〒819-0166

西野　國昭014630

TEL 092-932-1664

世利造園 －4001無個

園１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野４７６－２〒811-2104

世利　夏代014633

TEL 093-931-0301

（有）ゼムケンサービス 20,000 －4008無法

建２大２内２解１
福岡県北九州市小倉北区片野３－７－４〒802-0064

籠田　淳子014634

TEL 092-883-8545

（有）西部工業 3,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市西区石丸２－４０－１２〒819-0025

井上　政春014637

TEL 092-552-0763

（有）関匠建具 3,500 －4001無法

具１
福岡県福岡市南区長丘２－２０－７７－４０７〒815-0075

関　宰014640

TEL 0942-45-6234

（有）成寿園 3,000 －4002無法

土１園１
福岡県久留米市御井旗崎１－１２１７－１〒839-0841

柳　壽祥014641

TEL 0949-32-9283

（有）セイデン 3,000 －4004無法

電１
福岡県宮若市芹田１１６－１〒823-0013

清水　孝哲014647

TEL 093-371-4412

（有）芹野工務店 10,000 －4008無法

土１と１石１管１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区奥田１－１１－２３〒800-0011

芹野　清014652

TEL 093-791-4668

（有）全庸建設 3,000 －4008無法

土１建１
福岡県北九州市若松区片山１－６－３０〒808-0106

梅田　繁014653

TEL 092-584-3300

（有）誠和建設 3,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市南区井尻１－９－２２〒811-1302

坂井　繁雄014654

TEL 093-293-0037

（有）セイキ建設 5,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡遠賀町浅木３－９－５〒811-4312

正司　素子014655

TEL 0942-35-8629

（有）西武土木 3,000 －4002有法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市小森野６－７－１１〒830-0001

宮原　アヤ子014660

TEL 092-807-3244

（株）誠不謙緑化土木 10,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区大字宇田川原１９８〒819-0372

平野　彰014663
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TEL 093-473-0801

セセ・ヒューマンハウジング －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区下貫１－１８－１０〒800-0236

瀬々　英信014665

TEL 092-542-6480

（有）セイワ建装 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区屋形原１－１６－２０〒811-1351

清水　明014666

TEL 093-603-8050

（有）千成造園土木 3,000 －4008無法

土１園１
福岡県北九州市八幡西区浅川台１－８－１〒807-0875

福田　純014668

TEL 0944-55-4580

（有）セイコー技建 3,000 －4003無法

屋１タ１板１内１具１
福岡県大牟田市大字今山２２２２－１０〒837-0922

坂井　啓悦014671

TEL 092-804-4411

（有）誠貫堂 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市早良区東入部６－１６－２２〒811-1102

升島　一蔵014672

TEL 093-451-6153

（有）瀬戸工業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区徳吉東５－１８－５〒803-0277

上丸　隼014673

TEL 0942-45-8732

正和電機（株） 10,000 －4002無法

電１管１
福岡県久留米市東合川６－３－１３〒839-0809

松田　勉014678

TEL 092-589-3077

善信工業（株） 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市南区井尻２－７－１８〒811-1302

三ヶ尻　健治014689

TEL 093-882-6783

三新設備（株） 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市戸畑区土取町１３－１９〒804-0014

森岡　友則014692

TEL 092-542-6166

（有）セイブハイテックシステム 3,800 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市城南区長尾３－１－９〒814-0123

渡辺　信也014693

TEL 092-804-1102

（有）西部産業 3,000 －4001有法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区内野５－２－１３〒811-1123

向井　恒雄014697

TEL 093-651-7257

（有）セイブジェケイ 3,000 －4008無法

土１管１
福岡県北九州市小倉北区泉台４－４－２６〒803-0842

橋本　一郎014701

TEL 093-611-1991

（有）セフティー 3,000 －4008無法

消１
福岡県北九州市八幡西区上の原２－４－６１〒807-0071

末廣　勇二014702
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TEL 093-617-5299

（有）青信工業 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－９－１５〒807-1145

青柳　秀信014704

TEL 092-581-4251

（株）設備音響サービス 10,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市南区高木３－６－６〒815-0004

山下　修滋014705

TEL 0944-56-9032

（有）誠幸工業 7,000 －4003無法

土１と１管１鋼１機１水１解１
福岡県大牟田市大字歴木１８０７－２８０〒837-0924

小柳　護014710

TEL 0942-53-3210

（有）青光園 6,000 －4007有法

園１
福岡県筑後市大字前津７７５－１〒833-0002

室園　一也014712

TEL 093-671-7111

双和産業（株） 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡東区白川町１０－３２〒805-0007

高橋　譲司015011

TEL 0942-32-8930

（有）早田工務店 3,000 －4002無法

建１と１
福岡県久留米市東櫛原町４５０－１〒830-0003

宮地　知子015028

TEL 092-566-1200

（株）素鶴園 24,000 －4001有法

園２
福岡県福岡市南区屋形原１－２８－３２〒811-1351

鶴田　廣明015038

TEL 0948-22-2462

（株）曽根組 50,000 －4010無法

土２建２と２
福岡県飯塚市花瀬１７６－１〒820-0045

曽根　國幸015056

TEL 092-851-8621

綜研工業（株） 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区原３－１８－４０〒814-0022

矢野　充俊015090

TEL 093-692-6777

（株）園田建設 55,000 －4008無法

土２建２大２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県北九州市八幡西区泉ヶ浦１－１９－２０〒807-0854

園田　徳幸015097

TEL 0940-36-9558

（株）宗友建設 10,000 －4008無法

土１と１解１
福岡県宗像市東郷３－４－３〒811-3436

井上　直015117

TEL 093-961-6139

（有）創新建設 30,000 －4008無法

土２と２舗２し２水２
福岡県北九州市小倉南区横代葉山２４－１〒802-0825

新井　龍男015134

TEL 0940-37-2233

（株）相互建設 10,000 －4008有法

建１
福岡県宗像市曲１２３２番地８〒811-3413

井上　邦男015157
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TEL 092-511-2261

（株）装苑 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区長丘５－２－２２〒815-0075

花園　吉憲015163

TEL 092-811-3388

（株）草寿園 15,000 －4001無法

土１園１
福岡県福岡市西区大字羽根戸８０３－８〒819-0038

佐藤　正和015171

TEL 093-511-6591

総合洗管（株） 10,000 －4008有法

土１管１水１
福岡県北九州市小倉北区下富野２－１０－１６〒802-0023

西岡　清隆015179

TEL 092-611-0266

（株）綜建 10,000 －4001無法

建１と１塗１内１具１解１
福岡県福岡市東区二又瀬新町１０－１０前田コーポ１階〒812-0065

椿　和孝015185

TEL 093-661-2828

（株）綜合テクノ 20,000 －4008無法

電１管１機１
福岡県北九州市八幡東区前田２－３－１８〒805-0069

栗田　政廣015186

TEL 093-582-0143

綜合冷機（株） 10,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉北区井堀３－１３－５〒803-0835

枝村　顕015191

TEL 092-271-6369

（有）総伸 5,000 －4001無法

石１タ１
福岡県福岡市博多区住吉２－６－２１〒812-0018

前村　睦生015193

TEL 093-451-0805

（有）曽我商事 10,000 －4008有法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区大字志井１０２７〒802-0985

曽我　隆弘015195

TEL 092-806-3505

（有）宗工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区大字田尻３６０－２〒819-0383

宗　義孝015202

TEL 0948-23-1500

綜合開発（企） 10,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市下三緒８２０〒820-0012

兼本　鉄夫015206

TEL 0949-28-1093

（株）相互建設産業 20,000 －4004無法

土１建１
福岡県直方市大字下境３０５１－１〒822-0007

石田　秀輝015210

TEL 093-453-1678

総合緑地建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１解１
福岡県北九州市小倉南区大字合馬３０１〒803-0261

山田　和彦015224

TEL 0947-82-5045

（株）添田電設 33,000 －4009無法

電２
福岡県田川郡添田町大字庄１１９５－２〒824-0601

廣田　敏郎015232
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TEL 093-883-1511

（株）測研 50,000 －4008有法

土１と１電１舗１し１機１水１
福岡県北九州市戸畑区境川２－４－５〒804-0013

古賀　明015244

TEL 093-613-0567

（株）相建 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１機１水１
福岡県北九州市八幡西区塔野３－３－２３〒807-0085

濱本　隆司015249

TEL 0944-73-5316

（有）創広電気商会 40,000 －4003無法

電２
福岡県柳川市東蒲池６３８－１〒832-0006

木下　力栄015250

TEL 0942-75-4600

（有）宗管工事 3,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県小郡市大保１０９１－１〒838-0115

宗　伸一015263

TEL 092-322-7181

（有）綜合緑研 6,000 －4001無法

園１
福岡県糸島市高祖２６９－１〒819-1571

松永　慎二015265

TEL 093-291-1521

（有）総合産業 5,000 －4008有法

土１と１管１鋼１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津川埋１００６－１〒811-4341

山﨑　竜也015269

TEL 092-414-3351

装友（株） 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区住吉４－４－３－３０３〒812-0018

福島　和夫015273

TEL 093-474-5035

（有）総合企画サービス 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区中貫１－２０－２８〒800-0237

小泉　芳之015276

TEL 092-863-3014

（有）西部鉄筋 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－２２－２０〒814-0165

髙吉　末男015278

TEL 0946-22-3649

（有）古賀商店 8,000 －4006有法

と１解１
福岡県朝倉郡筑前町栗田９４２－２〒838-0801

古賀　保一015280

TEL 092-803-0113

（株）誠和興産 10,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区内野５－２１－６〒811-1123

原　俊次015282

TEL 093-612-0116

創建電気通信システム（株） 10,000 －4008無法

電１通１消１
福岡県北九州市八幡西区里中２－１３－１４〒807-0846

花田　一男015284

TEL 092-581-4246

園田鉄工所 －4011無個

建１鋼１
福岡県春日市若葉台西１－７６〒816-0823

園田　登美雄015290
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TEL 093-962-6226

（株）総合カッター 20,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－２０－３４〒802-0821

松島　秀達015293

TEL 092-401-4095

ソイルボンド工業（株） 10,000 －4001無法

舗１
福岡県福岡市博多区昭南町１－２－２７〒812-0876

土屋　直邦015298

TEL 092-926-6153

（有）創匠 10,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市原田５－５－９〒818-0024

菅原　保男015300

TEL 0948-42-5077

（有）ソエダ 10,000 －4010有法

電１鋼１
福岡県嘉麻市鴨生２２７－６〒820-0206

添田　勝好015303

TEL 093-434-2828

添田木材（株） 10,000 －4005有法

土１建１
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－９－７〒800-0313

廣田　巧015315

TEL 092-516-0482

（有）創設工業 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区福重１丁目１番３５号〒819-0022

錦戸　利満015320

TEL 092-806-8340

（有）総合インテリア誉 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区今宿東３－７－２８〒819-0161

光武　賢一015332

TEL 0948-25-7075

（株）シンワロード 8,000 －4010無法

土１と１石１舗１塗１解１
福岡県飯塚市菰田西２－９－２８〒820-0017

福本　晃広015333

TEL 0942-62-6351

（有）造型社 5,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市城島町楢津８８１－１〒830-0211

今村　邦裕015336

TEL 093-541-6081

ダイキ工業（株） 20,000 －4008有法

土２建２と２塗２防２
福岡県北九州市小倉北区赤坂５－６－６４〒802-0032

池田　幹友016006

TEL 093-931-0068

（株）采霞堂 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区片野新町１－７－１８〒802-0062

高築　一郎016008

TEL 092-918-1007

大祐電気工事（有） 3,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市梅光苑４－１３－２６〒818-0124

西方　正彦016012

TEL 093-331-8031

大洋電化（株） 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市門司区新開４－５〒801-0885

木下　国和016016
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TEL 0979-72-3681

（有）大平建設 6,000 －4005無法

土１管１舗１水１
福岡県築上郡上毛町大字西友枝１４１３－２〒871-0928

藤本　昭司016036

TEL 092-541-1619

（株）大寿工務店 20,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区三宅３－７－２２〒811-1344

中村　寿利016050

TEL 0948-22-0460

大和興業（株） 30,000 －4010有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県飯塚市柳橋５５〒820-0063

梅尾　裕一016054

TEL 093-601-1400

（株）大和総合建設 50,000 －4008有法

土２建２と２舗２し２園２水２解２
福岡県北九州市八幡西区則松７－３－１８〒807-0831

鶴山　研一016087

TEL 0944-54-3838

大機工業（株） 10,000 －4003無法

管１鋼１機１
福岡県大牟田市北磯町６－２〒836-0016

大久保　幸浩016101

TEL 0940-36-2460

（有）田中運輸建設 3,000 －4008有法

土１と１舗１解１
福岡県宗像市東郷３－３－６〒811-3436

田中　豊樹016146

TEL 0948-22-3128

（株）高次 59,998 －4010有法

建１具１
福岡県飯塚市中３９６－１〒820-0065

高次　吉和016156

TEL 0942-34-7751

大東電気工事（株） 20,000 －4002無法

電２
福岡県久留米市津福本町１６５６－５〒830-0047

家永　雅文016170

TEL 093-921-3631

大同建設（株） 50,000 －4008有法

土２建２と２塗２防２内２解２
福岡県北九州市小倉北区重住３－１０－１５〒802-0011

山本　憲一郎016178

TEL 092-557-1819

大平道路（株） 20,000 －4001有法

と２舗２
福岡県福岡市城南区樋井川３－６－１〒814-0153

髙山　久徳016179

TEL 092-621-3391

大和電業（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市東区松島３－２４－２〒813-0062

大園　彰016188

TEL 093-671-3567

第一電設工業（株） 10,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市八幡東区前田２－２－２９〒805-0069

峯浦　元博016193

TEL 092-938-1988

（株）オリーブハウス 10,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東７－１５－５〒811-2317

田中　真郷016224
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TEL 092-591-0800

匠建設（株） 35,000 －4001無法

建２大２解２
福岡県福岡市博多区西春町２－１－２〒812-0873

江藤　正幸016232

TEL 0942-35-1661

田中電業（株） 20,000 －4002無法

電２
福岡県久留米市長門石２－３－３２〒830-0027

大西　英彦016257

TEL 092-621-8171

大明建設（株） 10,000 －4001無法

土１建１
福岡県福岡市東区筥松２－１６－１０〒812-0061

吉田　七世016268

TEL 092-881-8081

　松商事（株） 10,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市西区拾六町１－７－２６〒819-0041

　松　聡016294

TEL 0944-53-2072

太陽建設（株） 21,600 －4003無法

電１
福岡県大牟田市旭町１－３－６〒836-0807

草野　隆嗣016298

TEL 0947-44-5353

（株）谷口組 80,000 －4009有法

土２建２と２筋２舗２水２解２
福岡県田川市大字弓削田１３９５〒826-0041

浅地　裕太郎016315

TEL 0930-52-0638

大安建設工業（株） 36,000 －4005有法

土２と２舗２水２解２
福岡県築上郡築上町大字赤幡２９５－３〒829-0112

高橋　延弘016322

TEL 093-693-5250

高松産業（株） 50,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区南鷹見町１５－２０〒807-0833

住吉　弘徳016329

TEL 093-521-5701

竹本工業（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸６－５〒802-0031

竹本　邦典016337

TEL 0944-76-0423

大和道路（株） 20,000 －4003無法

土２舗２
福岡県柳川市大和町豊原９３２－１〒839-0242

横尾　弘016365

TEL 093-881-9560

（有）拓進工業 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市戸畑区中原西３－１２－２４〒804-0011

志波　幹雄016366

TEL 092-501-7868

高和総合設備（有） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区的場２－２８－８〒811-1314

高田　宏光016372

TEL 093-651-4063

総合建設業（株）タルミ 20,000 －4008無法

土２建２大２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県北九州市小倉北区泉台３－１－３〒803-0842

垂水　國博016388
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TEL 0942-34-4001

太陽建設工業（株） 25,000 －4002有法

建２
福岡県久留米市本町８－５〒830-0044

坂田　哲也016393

TEL 092-629-7531

立花建設工業（株） 30,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市東区松田１－１－１５〒812-0064

立花　透016412

TEL 0947-44-0883

竹内産業（株） 10,000 －4009有法

土１建１
福岡県田川市大字猪国１２９８〒826-0045

竹内　輝夫016430

TEL 0942-35-3639

（株）大光 20,000 －4002有法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市大手町５－３３〒830-0034

村井　隆輔016435

TEL 093-871-3671

大一電工（株） 21,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区新池３－５－２２〒804-0082

岡部　正宣016469

TEL 0943-75-4305

（株）高山組 30,000 －4002有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県うきは市吉井町徳丸３２５－１〒839-1302

髙山　美代子016478

TEL 09446-3-2546

（株）大洋建設 20,000 －4003無法

土１と１石１管１舗１し１園１水１解１
福岡県みやま市瀬高町大草４－１〒835-0005

小川　逸雄016487

TEL 092-408-8737

（株）多神田組 20,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区桧原７－２１－６〒811-1355

松添　行一郎016493

TEL 092-771-3481

（株）谷口建材店 10,000 －4001有法

建１管１タ１内１具１
福岡県福岡市中央区六本松３－１１－２５〒810-0044

谷口　雄一016498

TEL 0942-33-4804

第三設備工業（株） 10,000 －4002無法

管１消１
福岡県久留米市諏訪野町１８５０－１宇都ビル〒830-0037

青井　千恵016517

TEL 092-531-6338

（株）メイプルホーム 50,000 －4001有法

建２大２屋２タ２内２
福岡県福岡市中央区白金１－２－２１〒810-0012

武井　隆裕016524

TEL 09496-2-0080

（株）高森組 30,000 －4010有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県飯塚市勢田２８３〒820-1111

髙森　淸隆016530

TEL 092-862-0585

（株）ダイアン 20,100 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市早良区次郎丸４－１８－５０〒814-0165

安河内　豪016533
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TEL 0949-42-0254

（株）竹松組 13,000 －4004無法

土１し１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２４５１〒807-1312

竹松　新二016542

TEL 0942-53-3333

（株）尋木組 24,000 －4007無法

土２建２と２舗２園２水２解２
福岡県筑後市尾島４９５－２〒833-0014

尋木　智子016552

TEL 0949-22-4711

田代建設（株） 50,000 －4004有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県直方市下新入６２７－１〒822-0032

田代　洋己016554

TEL 092-845-2233

（株）ＴＡＩＨＥＩ 50,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市早良区百道１－１－１〒814-0006

窄口　明弘016580

TEL 0942-53-3692

田島建設（有） 3,000 －4007無法

土１と１解１
福岡県筑後市大字和泉１１００〒833-0041

田島　秀幸016603

TEL 093-475-1560

大昌建設（有） 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区津田３－１５－７〒800-0242

藤田　眞己016605

TEL 092-751-7517

大豊産業（株） 31,300 －4001有法

土２電２管１機１通２
福岡県福岡市中央区天神４－２－３６〒810-0001

川原　洋016607

TEL 092-641-1131

谷機電工業（株） 50,000 －4001有法

電１管１機１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－２－１〒812-0051

吉田　光慶016612

TEL 093-861-1051

（株）大興設備工業 25,500 －4008無法

土１と１管２舗１し１水１
福岡県北九州市戸畑区夜宮３－４－２２〒804-0042

大江　修016649

TEL 092-611-5261

大同設備工業（株） 20,000 －4001無法

管２水１消１
福岡県福岡市博多区吉塚３－１７－５〒812-0041

藤木　浩平016650

TEL 092-821-6937

（株）高砂電業社 25,000 －4001無法

電２消１
福岡県福岡市早良区南庄３－１６－１〒814-0031

中嶋　貴弘016653

TEL 093-381-1823

大里水道工業（株） 34,000 －4008無法

管２舗１水１消１
福岡県北九州市門司区稲積１－１２－２５〒800-0048

河原　竜一016689

TEL 0943-23-3738

（有）大栄建設 10,000 －4007無法

建１
福岡県八女市納楚７２３－３〒834-0004

甲斐田　スエ子016702
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TEL 092-587-8788

（株）ウイング 40,000 －4001無法

土２と２鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市博多区板付４－７－２８〒812-0888

渡邊　和人016711

TEL 092-551-6717

（株）武末建設工業 20,000 －4001有法

土２と２水２
福岡県福岡市南区向新町１－１１－２１〒811-1345

武末　一人016715

TEL 093-453-3535

（株）大光電機製作所 30,000 －4008有法

電２機１
福岡県北九州市小倉南区大字石原町１７６〒803-0185

森山　勉016726

TEL 0942-43-3344

髙木建設建材（株） 10,000 －4002有法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市太郎原町１５３９〒839-0821

髙木　幸一郎016730

TEL 0948-22-2636

（株）多田組 33,000 －4010無法

土２建２と２石２鋼２舗２水２解２
福岡県飯塚市片島２－１８－９〒820-0068

多田　勉016779

TEL 092-596-2643

高石工務店 －4011無個

建１
福岡県大野城市旭ケ丘２－２０－１１〒816-0953

高石　博明016837

TEL 0948-22-6597

大栄建設（有） 27,000 －4010無法

土１建１解１
福岡県飯塚市川津４９０〒820-0067

曽根　康幸016848

TEL 093-771-3915

（有）田中電気商会 10,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市若松区波打町１１－１３〒808-0013

田中　雅寛016914

TEL 092-441-2238

（株）平組 30,000 －4001無法

と２解２
福岡県福岡市博多区博多駅南６－１３－２１〒812-0016

平　典明016936

TEL 0947-22-3715

妙高建設 －4009有個

土１建１園１
福岡県田川郡福智町金田２８４〒822-1201

辰島　保守016947

TEL 092-622-1228

（有）鷹取工業 5,000 －4001無法

建１大１屋１内１具１
福岡県糟屋郡粕屋町阿恵砂子田４６４－９〒811-2306

丸山　靖司016997

TEL 0948-22-3083

（株）筑豊冷機 20,000 －4010無法

電１管２機１
福岡県飯塚市鶴三緒１５５７－１〒820-0014

入江　正利017003

TEL 0942-43-1082

（有）筑邦トーハツ商会 12,000 －4002有法

消１
福岡県久留米市野中町４１７－６〒839-0862

桐岡　康彦017009
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TEL 09432-3-4625

筑後通信建設（株） 10,000 －4007無法

電１通１
福岡県八女市酒井田１３８－１〒834-0042

入部　賢太017012

TEL 09437-2-2457

（株）筑邦組 10,000 －4002無法

土１舗１
福岡県久留米市田主丸町恵利８３９－１〒839-1228

保坂　郁子017014

TEL 092-771-9461

筑紫電業（株） 38,000 －4001無法

電２管１
福岡県福岡市中央区薬院１－１１－１８〒810-0022

田代　清017017

TEL 092-691-1251

千早建設（株） 32,000 －4001無法

建２解２
福岡県福岡市東区土井１－５－８〒813-0032

長　智幸017021

TEL 0948-22-1103

千代田工業（有） 4,300 －4010有法

土１管１水１
福岡県飯塚市中１６９－８〒820-0065

小林　一治017023

TEL 092-512-8431

（株）千代田工業所 50,000 －4001無法

土１管２水１
福岡県福岡市南区塩原４－２８－２５〒815-0032

夏井　敏樹017026

TEL 092-501-1941

（株）筑紫野建設 20,000 －4001無法

土２と２舗２水２
福岡県福岡市南区井尻３－１１－２６〒811-1302

久保田　俊博017031

TEL 093-861-9911

中和電気（株） 20,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区東本町２－６－５〒801-0851

柴原　敏成017046

TEL 092-923-1144

中央設備（株） 20,000 －4011無法

土２管２水２
福岡県筑紫野市杉塚６－１０－７〒818-0054

堺　博紀017049

TEL 093-621-4152

（株）千葉工務店 49,000 －4008有法

土１建２と１防１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－１－２２〒806-0047

宮本　則子017052

TEL 0942-46-2525

（株）筑後電設 20,000 －4002有法

電２
福岡県久留米市合川町１７７４－９〒839-0861

木谷　祐一017058

TEL 093-671-4363

中央塗装（株） 20,400 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区中央３－２－１１〒805-0019

津田　伸二017063

TEL 09437-5-2040

筑水建設（株） 50,000 －4002無法

建２防２解２
福岡県うきは市吉井町富永１６１０－１〒839-1333

包行　二郎017068



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

93頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-641-1488

（株）中央工作所 28,000 －4001無法

と１塗１機１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１－５〒812-0051

武田　晴雅017080

TEL 092-952-5468

（株）筑紫工業 10,000 －4011無法

大１内１具１
福岡県那珂川市片縄東１－２６－１９〒811-1204

新内　一秋017081

TEL 092-581-0018

（株）筑紫植物園 25,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市博多区竹丘町２－２－６〒812-0878

神代　公治017082

TEL 0979-82-6978

（有）築上工事 6,500 －4005無法

管１機１水１
福岡県豊前市大字宇島７６－６６〒828-0022

倉垣　賢017093

TEL 092-581-0386

（株）筑紫商会 20,000 －4011有法

土２建１管２水２消１
福岡県大野城市白木原４－５－１１〒816-0943

花田　嘉基017106

TEL 0942-43-3111

（株）中央建設工業 25,000 －4002無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県久留米市御井町２４３６－１〒839-0851

大久保　知子017116

TEL 0948-24-1402

（有）千歳工業 6,000 －4010無法

管１舗１水１
福岡県飯塚市相田６８５－１〒820-0052

長濱　千代孝017122

TEL 0942-33-9336

（株）筑邦トラック 10,000 －4002有法

と１
福岡県久留米市中央町３－１０〒830-0023

丸山　崇敏017129

TEL 0949-32-3289

（有）中部産業 5,000 －4004有法

土１建１管１園１解１
福岡県宮若市磯光１３７２〒823-0004

中山　太一017164

TEL 092-881-0475

中央土木（株） 10,000 －4001無法

土１と１水１解１
福岡県福岡市西区上山門３－１４－２１〒819-0054

冨田　則行017170

TEL 092-806-1956

筑前道路（株） 10,000 －4001有法

土１舗１
福岡県福岡市西区周船寺２－８－３５〒819-0373

三苫　不二子017208

TEL 092-806-4692

ダイトム（株） 20,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区富士見３－２３－１１〒819-0387

持田　信雄017211

TEL 0948-42-2491

筑液化ガス販売（同） 46,260 －4010有法

管１
福岡県嘉麻市鴨生６４０－１〒820-0206

加地　積017212
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TEL 0946-52-0158

（株）筑水建設 20,000 －4006無法

土２建１と１管１舗１水１解１
福岡県朝倉市上寺６４４〒838-1313

石田　雅己017219

TEL 093-522-0787

（株）中央計装 10,000 －4008無法

電１管１消１
福岡県北九州市小倉北区長浜町６－１０〒802-0013

岡田　健二017227

TEL 0948-42-8433

千代田建設 －4010有個

土１建１
福岡県嘉麻市鴨生３７０－２〒820-0206

千代田　由紀生017235

TEL 092-922-3309

（有）主税産業 3,000 －4011有法

土１と１電１
福岡県筑紫野市二日市北１－１８－２１〒818-0056

主税　政晃017240

TEL 0948-22-3871

（株）中央産業 10,000 －4010有法

建１機１
福岡県飯塚市高田字野間１０－２〒820-0079

塚本　順017242

TEL 092-327-0786

筑前建設（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２し２解２
福岡県糸島市志摩稲留４３５〒819-1313

吉村　光治017260

TEL 092-292-3231

筑紫トーヨー住器（株） 10,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市博多区半道橋２－１６－８〒812-0897

築地　弘一017261

TEL 093-631-4735

（株）忠和建設工業 10,000 －4008無法

土１建１と１管１鋼１舗１機１水１
福岡県北九州市八幡西区築地町５－１０〒806-0001

古野　吉孝017262

TEL 092-558-9881

（有）筑羽工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県大野城市御笠川５－９－９〒816-0912

秦　福美017263

TEL 092-953-0080

筑前道路工業（株） 10,000 －4011無法

土１舗１
福岡県那珂川市道善５－４７〒811-1254

渡邉　恵美017267

TEL 092-611-7005

（株）筑紫工芸 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区二又瀬新町６－４１〒812-0065

北園　雄介017275

TEL 092-923-3111

筑紫ガス（株） 75,000 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市紫２－１２－１０〒818-0061

前田　健吾017279

TEL 092-473-8621

（株）リノプロテック 30,000 －4001無法

建２電２消１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１８－２０〒812-0016

杉森　亮介017287
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TEL 0942-52-3139

（株）筑後電工 20,000 －4007無法

電２管１消１
福岡県筑後市大字山ノ井７５４－２〒833-0031

池口　一唯017290

TEL 093-592-2980

（株）中央電気 10,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市小倉北区清水１－３－４〒803-0841

岡田　豊実017300

TEL 0948-25-3323

（株）筑豊住建 40,000 －4010無法

土１建１大１屋１管１タ１内１
福岡県飯塚市片島２－５－１０〒820-0068

髙橋　邦夫017305

TEL 0944-87-0950

（株）中建 20,000 －4003無法

土１建２大２と２屋２タ２鋼２舗１し１板２塗２防２具２水１解２
福岡県大川市大字上白垣１６１－４〒831-0012

中村　英樹017306

TEL 09446-7-1023

築地原建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市山川町原町４２２－１〒835-0115

築地原　隆則017307

TEL 092-926-1580

（有）筑紫電子工業 8,000 －4011無法

通１
福岡県筑紫野市山家５４４３－５〒818-0003

藤井　信義017309

TEL 092-953-0669

筑紫総合開発（株） 20,000 －4011無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県那珂川市大字上梶原１００８－１１〒811-1223

大里　章夫017311

TEL 092-928-2855

筑紫緑地建設（株） 10,000 －4011無法

土１園１
福岡県筑紫野市大字阿志岐２４００－１〒818-0011

楳木　将司017333

TEL 092-920-1300

（株）智建ホーム 10,000 －4011有法

建１左１
福岡県太宰府市国分２－１６－４５〒818-0132

泊岩　智017335

TEL 0942-78-6456

（有）筑栄管工 3,000 －4002有法

管１水１
福岡県久留米市北野町高良２６７－２７〒830-1114

栗林　久義017337

TEL 0948-22-4930

（株）イオス 10,000 －4010無法

土１と１解１
福岡県飯塚市相田字山中１０８２－１２〒820-0052

多賀谷　兵馬017338

TEL 092-952-3917

（株）ちくしタイル 10,000 －4011無法

タ１
福岡県那珂川市大字山田１５２－２７〒811-1244

早田　健次郎017339

TEL 0947-32-6055

（株）筑豊電気計装 30,000 －4009無法

電２機１
福岡県田川郡香春町大字高野９０３－１〒822-1403

園　克彦017341
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TEL 0947-82-4661

（有）筑添建設 35,000 －4009無法

土２建１と２石２管１舗２し２水２解２
福岡県田川郡添田町大字中元寺９７５〒824-0603

川上　真一017343

TEL 09496-2-0311

筑豊舗道（株） 30,200 －4004無法

土２舗２
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳字口伝ケ浦１７０２－１９〒820-1101

山村　哲夫017344

TEL 092-573-2761

千種工務店 －4011無個

建１
福岡県春日市下白水北３－３７〒816-0854

千種　仁017349

TEL 0942-48-0217

中央防災システム（株） 10,000 －4002有法

消１
福岡県久留米市東合川７－１－２１〒839-0809

中山　拓017352

TEL 0942-78-3418

筑邦土質（株） 10,000 －4002有法

土１と１管１井１
福岡県久留米市北野町高良１９５５－１〒830-1114

棚町　保典017357

TEL 0942-53-0324

（株）シーケン 50,000 －4007無法

土２建２大２と２
福岡県筑後市大字前津２０９６－３〒833-0002

笠　保博017358

TEL 092-624-0001

中央資材（株） 52,000 －4001有法

内１絶１
福岡県福岡市東区二又瀬４－１８〒812-0066

酒井　隆多017366

TEL 0942-26-2922

（株）筑邦製作所 10,000 －4002無法

建１鋼１
福岡県久留米市荒木町荒木２３６７－１〒830-0063

古賀　道夫017374

TEL 093-293-1858

千々和工業（有） 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡遠賀町虫生津１６５６－１〒811-4321

千々和　亨弘017375

TEL 0942-52-5094

筑後試錐工業（有） 8,000 －4007無法

と１
福岡県筑後市大字前津２５３９－５〒833-0002

川畑　繁雄017382

TEL 0979-72-3030

（株）築上重機 40,000 －4005有法

土２建１と２石２鋼２舗２し２園１水２解２
福岡県築上郡上毛町大字宇野１０７１－２〒871-0914

筒井　茂則017388

TEL 0944-53-4450

（株）中央電気商会 10,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市原山町３－９〒836-0862

奥園　渉017391

TEL 0942-45-4668

（有）筑陽電設 4,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市山本町豊田１５８８〒839-0827

香月　孝生017402
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TEL 0948-82-3409

（有）筑豊冷熱 5,000 －4010有法

土１管１
福岡県飯塚市綱分４１３－７９〒820-0101

新開　純一017406

TEL 0948-22-5200

（株）筑豊アローサービス 10,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市鯰田２４２５〒820-0001

芹野　哲也017407

TEL 0947-46-1210

（有）地建ホーム 3,000 －4009有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県田川市大字伊田１８１３－１〒825-0002

毛利　隆義017409

TEL 092-862-5220

（株）文化財テクノアシスト 3,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１解１
福岡県福岡市南区皿山１－８－１６〒811-1365

島上　宣子017418

TEL 092-591-2215

（株）筑紫庭園 10,000 －4011無法

園１
福岡県春日市下白水北１－９２〒816-0842

神代　憲暁017421

TEL 0944-51-1331

（株）地工建設 30,000 －4003無法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県大牟田市健老町９１－６〒836-0011

下川　周作017422

TEL 0949-28-2098

（有）筑菱冷熱 3,000 －4004無法

電１管１
福岡県直方市下境３７８６－２〒822-0007

田中　勝久017424

TEL 092-582-7809

（有）筑栄産業 3,000 －4011無法

土１と１舗１塗１
福岡県春日市ちくし台４－４９〒816-0822

田中　憲一017427

TEL 0948-24-5276

（有）筑豊工業 3,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市伊岐須５０３－８〒820-0053

椋本　茂017437

TEL 092-943-5497

中央工業（有） 3,000 －4001無法

土１建１左１
福岡県古賀市中央１－１－４０〒811-3103

雨海　清信017439

TEL 0947-72-3634

（株）チュウオ 20,000 －4009無法

土１建１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原５０６〒827-0004

西本　泰博017441

TEL 092-986-1192

（有）智原環境土木 3,000 －4001無法

土１
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜１－６－１０〒811-0119

智原　陽一017442

TEL 093-473-2811

鶴田建設（株） 40,000 －4008有法

建２
福岡県北九州市小倉南区長野１－７－３〒800-0228

鶴田　幹治018023
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TEL 093-621-2161

津上産業（株） 20,000 －4008有法

土１建２と２屋１舗１塗１防１内１水１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２－１０－１９〒806-0047

津上　和由018036

TEL 093-761-5631

鶴丸海運（株） 200,000 －4008有法

土１と１し１機１
福岡県北九州市若松区本町１－５－１１〒808-0034

鶴丸　俊輔018079

TEL 0940-52-1410

常軒建設 －4008無個

建１
福岡県福津市津屋崎２－１２－２１〒811-3304

常軒　義秋018089

TEL 0946-22-5881

（株）鶴田工業 21,000 －4006有法

建１鋼１
福岡県朝倉市下浦２１０４－１〒838-0055

鶴田　陽一018116

TEL 092-821-3226

（株）津田建設 33,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市早良区西新３－１０－１７〒814-0002

津田　健一郎018269

TEL 0930-25-3189

（株）ビトー 10,000 －4005有法

土１建１管１機１
福岡県行橋市大字宝山４０９－３〒824-0048

塚本　和彦018279

TEL 093-692-8119

（株）恒成電機 20,000 －4008無法

電２
福岡県北九州市八幡西区大膳１－４－１２〒807-0863

恒成　正次018285

TEL 093-661-8868

司産業（株） 10,000 －4008有法

管１鋼１
福岡県北九州市八幡東区枝光４－１６－１〒805-0002

合原　真司018322

TEL 0944-86-2838

（有）鶴建具本店 5,000 －4003無法

具１
福岡県大川市大字九網３１０－１〒831-0042

鶴　剛志018327

TEL 092-811-5063

鶴久商会 －4001無個

解１
福岡県福岡市西区野方２－１－２５〒819-0043

鶴久　洋018337

TEL 0943-72-0054

椿建設 －4002有個

建１
福岡県久留米市田主丸町常盤７９６－２〒839-1232

椿　博實018369

TEL 0942-64-2461

（株）　組 25,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２園２水２解２
福岡県久留米市三潴町早津崎８１２〒830-0101

　　健太郎018378

TEL 09447-6-0216

（株）堤組 20,000 －4003有法

土２と２管１舗２し２水２解２
福岡県柳川市大和町皿垣開７〒839-0261

堤　秀樹018396
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TEL 092-691-3600

（株）つじ工芸 5,000 －4001有法

と１塗１
福岡県福岡市東区青葉６－１９－１〒813-0025

辻田　理018415

TEL 092-807-8833

釣川工務店（株） 10,000 －4001無法

土１建１
福岡県福岡市西区今宿青木３９０－２０〒819-0162

釣川　芳一018439

TEL 092-691-1878

津上工業 －4001無個

土１
福岡県福岡市東区名子３－２４－２０〒813-0024

津上　修次018450

TEL 0949-29-0450

津和野産業（株） 20,000 －4004有法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県直方市大字上頓野字笹尾２２４７－１〒822-0003

實藤　郁子018486

TEL 093-617-4889

（有）月守組 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－１０－１２〒807-1145

月守　博018492

TEL 0944-76-3970

堤建設 －4003無個

土１と１
福岡県柳川市大和町皿垣開１４－３〒839-0261

堤　忠雄018493

TEL 093-561-2443

（株）月形 50,000 －4008有法

土２建２大２と２屋２タ２鋼２筋２舗２塗２防２内２水２
福岡県北九州市小倉北区菜園場２－１－９〒803-0823

渡邉　賴春018512

TEL 0949-42-6221

巧工務店 －4004無個

土１管１
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋９７９－５〒807-1308

津野　巧018523

TEL 0943-42-3760

森幸建築 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町田本２４９－３〒834-1214

月足　森幸018541

TEL 093-791-6669

ツシマ工業（株） 10,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市若松区南二島２－１８－８〒808-0109

對馬　修司018554

TEL 0942-64-4406

（有）堤組 5,000 －4002無法

土１と１水１
福岡県久留米市三潴町玉満４２９０－１５〒830-0112

吉武　和幸018557

TEL 092-731-1207

都地畳店 －4001無個

内１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－８－２９〒810-0004

都地　隆幸018558

TEL 0942-53-6851

（株）堤建設 20,000 －4007無法

土２建２大２と２筋２
福岡県筑後市大字常用５４６－１〒833-0016

堤　雅大018565
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TEL 092-573-3400

（株）ツーエム 14,500 －4001無法

大１内１
福岡県福岡市南区日佐２－２３－５〒811-1313

見上　光義018571

TEL 092-411-0474

（株）鶴商会 40,000 －4001有法

塗１防１機１
福岡県福岡市博多区東比恵２－２－１１〒812-0007

津留　志津江018590

TEL 0942-62-3271

津留崎建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市城島町江上本１０９３－４〒830-0214

津留﨑　聖018599

TEL 092-533-7711

（株）ツバキ 29,100 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市南区平和２－６－３３〒815-0071

椿　博之018604

TEL 093-473-5155

（株）九十九空調 10,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市小倉南区下貫２－５－１７〒800-0236

川副　誠司018607

TEL 09448-7-3507

（有）堤建具工業 5,000 －4003無法

具１
福岡県大川市大字新田９９５－２〒831-0043

堤　健雄018610

TEL 092-686-8566

（株）塚田工業 20,000 －4001無法

と２解２
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９サンライフビル第３ビル〒812-0013

塚田　哲司018611

TEL 0944-88-1161

（株）鶴商 10,000 －4003有法

土１建１管１水１
福岡県大川市大字一木７１９－２〒831-0034

鶴　善徳018613

TEL 093-967-0162

（有）鶴一工業 3,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区徳力７－１－１５－１０１〒802-0974

星山　清吉018617

TEL 0947-42-2878

筒井工機 －4009無個

管１井１
福岡県田川市大字伊田１１７９－６〒825-0002

筒井　正浩018618

TEL 092-503-7553

九州テクニカルサービス －4001無個

管１
福岡県福岡市博多区立花寺２－２２－９〒812-0862

鶴長　次義018619

TEL 093-522-7992

（株）ツジモト工芸 25,000 －4008有法

内１具１
福岡県北九州市小倉北区赤坂５－４－５８〒802-0032

辻本　佳士018620

TEL 0944-22-6025

（有）堤設備 3,000 －4003無法

土１と１管１舗１水１
福岡県みやま市高田町江浦町５１９－６〒839-0212

堤　敏春018623
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TEL 092-925-7757

津村工業（株） 10,000 －4011有法

と１鋼１塗１
福岡県太宰府市大字北谷字山の下１０７８－２〒818-0114

津村　敏広018633

TEL 093-451-2428

（有）局電設 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区長尾４－１－１５〒803-0274

坪根　猛敏018645

TEL 092-572-3154

（有）鶴一建設工業 5,000 －4001無法

土１と１鋼１
福岡県福岡市南区横手３－１－３１－４０５〒811-1311

星山　忠植018648

TEL 093-293-7001

（株）ツカサ 10,000 －4008有法

管１鋼１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１３３８〒807-0133

門司　朋也018650

TEL 093-592-4648

（有）坪井板金工業所 3,000 －4008無法

板１
福岡県北九州市小倉北区井堀４－２－７〒803-0835

宮内　満018651

TEL 0947-44-2758

鶴田工業 －4009無個

土１と１舗１水１解１
福岡県田川市大字位登１３１－１〒826-0044

鶴田　新太郎018652

TEL 0943-42-0410

（株）堤鉄構 10,000 －4007無法

建１鋼１
福岡県八女市黒木町桑原８９１－５〒834-1216

堤　倫亮018657

TEL 093-282-0368

（株）つじ 10,000 －4008無法

建１塗１防１解１
福岡県遠賀郡岡垣町大字原８９１－１〒811-4202

辻　一昭018665

TEL 0930-56-2989

（有）津本工務店 3,000 －4005無法

建１
福岡県築上郡築上町大字石堂２０３〒829-0312

津本　正明018671

TEL 0944-88-0769

（有）ツツミ 5,000 －4003有法

内１具１
福岡県大川市大字鐘ケ江５９０－９〒831-0008

堤　俊士018672

TEL 092-662-5751

（有）司電業社 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区名島２－２６－９〒813-0043

藤　雄司018674

TEL 093-231-6200

（株）テレビ北九州 3,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸１－１０－２１〒802-0061

中島　敏美018676

TEL 092-954-0301

筒井建装（株） 10,000 －4011無法

大１内１
福岡県那珂川市片縄西４－１３－１〒811-1202

筒井　茂018680



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

102頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-603-1457

辻建築 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区西戸崎４丁目７番１９号〒811-0321

辻　義正018691

TEL 093-436-5257

（有）津田建設 10,000 －4005無法

土１舗１水１
福岡県京都郡苅田町京町２－１９－６〒800-0351

津田　敬子018692

TEL 093-481-6678

（株）恒見海業 40,000 －4008有法

土２と２し２
福岡県北九州市門司区恒見町１４－１７〒800-0116

松本　賢018696

TEL 0947-44-6950

Ｉ・Ｍ電子パーツ －4009有個

電１
福岡県田川市大字伊田５０１５〒825-0002

堤　泉018697

TEL 092-565-1366

（株）ツキジ 20,000 －4001無法

大２左２と２石２屋２タ２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市南区屋形原３－３８－１２〒811-1351

築地　隆仁018698

TEL 0944-58-3224

平成塗装工業 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市大字岩本２３７－１〒837-0913

塚本　隆文018699

TEL 092-582-5221

（株）ティ・エフ・テック 20,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区諸岡３－２０－２５〒812-0894

別府　秀隆018700

TEL 0942-47-1740

堤土木（株） 20,000 －4002無法

土２と２舗２し２水２
福岡県久留米市山本町耳納１６７８－４〒839-0826

堤　伸一018710

TEL 092-603-2010

（有）津川工業 3,000 －4001無法

左１タ１
福岡県福岡市東区西戸崎５－１４－２５〒811-0321

津川　勝治018718

TEL 093-434-1820

（有）坪井設備 3,000 －4005無法

土１管１水１
福岡県京都郡苅田町京町２－１５－３〒800-0351

坪井　正豊018719

TEL 0944-53-3463

（有）塚本電業社 3,000 －4003無法

電１機１
福岡県大牟田市平原町２１４〒836-0813

塚本　勇018721

TEL 0943-42-1237

椿原住宅設備工事部 －4007無個

管１水１
福岡県八女市黒木町黒木３－１〒834-1217

椿原　勝義018723

TEL 093-472-8851

（株）ツチモト建設 38,000 －4008有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２
福岡県北九州市小倉南区下貫１－１４－３１〒800-0236

土本　知之018725
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TEL 093-611-3090

塚本フェンス（株） 38,000 －4008無法

土２と２塗２
福岡県北九州市八幡西区上上津役２－１８－３１〒807-0072

塚本　啓子018726

TEL 092-947-0367

（株）土屋組 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４７９－１〒811-2413

土屋　安彦018732

TEL 0942-62-6888

堤産業（株） 10,000 －4002無法

内１具１
福岡県久留米市城島町西青木６１６－６〒830-0226

堤　靖光018733

TEL 0979-83-3239

（株）ツメマル・コンストラクション 20,000 －4005有法

土１舗１解１
福岡県豊前市大字赤熊４５〒828-0027

爪丸　裕和018737

TEL 093-761-1731

（有）津田工業 5,000 －4008有法

絶１
福岡県北九州市若松区老松１－７－１２〒808-0032

津田　友行018738

TEL 092-631-1457

（有）土田工業 3,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区箱崎７－２－２３〒812-0053

土田　智広018758

TEL 0944-57-6762

（有）土本工務店 3,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市西新町１５－５〒836-0031

土本　康弘018762

TEL 092-866-9800

（株）寺田建設 12,000 －4001有法

建１大１
福岡県福岡市早良区野芥５－１２－１１〒814-0171

大庭　桂一019001

TEL 093-531-2131

鉄王管工（有） 5,000 －4008無法

管１水１消１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町２－８－２〒802-0016

内田　信男019003

TEL 092-561-1675

（株）テイパ 10,000 －4001有法

ガ１塗１防１内１
福岡県福岡市南区長丘５－１１－２０〒815-0075

小原　弘行019014

TEL 093-871-4647

（有）デガワ 6,000 －4008有法

タ１
福岡県北九州市戸畑区小芝３－６－７〒804-0092

出川　智019020

TEL 092-411-3451

（有）天狗風呂 10,000 －4001有法

左１管１
福岡県福岡市博多区那珂１－１７－５〒812-0893

今泉　清019028

TEL 092-874-3781

（株）テシマ工業 50,000 －4001無法

土２建２と２タ２鋼２舗２塗２防２内２具２水２解２
福岡県福岡市早良区干隈６－５－１〒814-0163

手嶋　一晶019029
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TEL 0979-24-5332

（株）寺岡組 25,000 －4005有法

土２建２と２舗２園１解２
福岡県築上郡上毛町大字上唐原１８６８－１〒871-0924

寺岡　幸三019044

TEL 092-521-6538

（株）電友社 20,000 －4001有法

電２管２通１消１
福岡県福岡市中央区白金１－１７－２１〒810-0012

森　崇紀019045

TEL 093-881-1215

（株）電波 20,000 －4008無法

電１管１通１消１
福岡県北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町１－２５〒804-0024

勝葉　正紀019074

TEL 092-831-4048

（有）寺崎設備工事店 4,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市早良区原４－２０－３０〒814-0022

寺崎　哲019084

TEL 092-411-6077

テレコール（株） 20,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区板付１－２－１８〒812-0888

大岩根　義和019086

TEL 0946-22-4414

（株）手嶋組 20,000 －4006無法

建２
福岡県朝倉市三奈木４３９５－１〒838-0023

手嶋　誠一019087

TEL 092-322-0452

寺本建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市前原北４－６－１〒819-1118

寺本　時美019088

TEL 092-611-4268

（有）電技社 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区吉塚２－１６－１３〒812-0041

徳川　義広019112

TEL 093-611-0746

寺門造園 －4008無個

園１
福岡県北九州市八幡西区上上津役１－１３－７〒807-0072

寺門　茂治019178

TEL 0947-42-2209

（有）天樹苑 3,000 －4009無法

土１園１
福岡県田川市大字夏吉１２５８－１〒825-0004

日高　一幸019179

TEL 0942-43-9765

寺崎工業（株） 10,000 －4002無法

土１と１舗１塗１
福岡県久留米市山本町豊田１１４９－１〒839-0827

寺崎　光019184

TEL 092-573-6660

（株）テクネ 20,000 －4001有法

土２管２機２水２清２
福岡県福岡市博多区麦野１－１３－６〒812-0882

原　崇019203

TEL 092-861-5631

（株）テシマ嘉建設興業 35,000 －4001無法

建２と２タ２鋼２塗２防２内２具２
福岡県福岡市早良区干隈６－５－１〒814-0163

椎山　力019206
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TEL 0942-64-2943

（株）テラシマ 20,000 －4002有法

土１建２
福岡県久留米市三潴町玉満３５６５〒830-0112

寺島　裕美019232

TEL 093-617-0289

手島畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区岩崎１－２－３〒807-1153

手島　秀貞019251

TEL 092-328-2300

寺山造園 －4001無個

園１
福岡県糸島市志摩久家３５０〒819-1331

寺山　正彦019256

TEL 0948-57-2876

雅技建 －4010無個

土１建１と１舗１解１
福岡県嘉麻市大力１７４〒820-0333

手島　康雄019267

TEL 092-410-3190

寺澤土木 －4001無個

土１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵３７７－１４０〒811-2113

寺澤　利行019272

TEL 092-953-6927

（株）ティシーエー 20,000 －4011無法

土２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県那珂川市大字山田８０７－２〒811-1244

久保　正剛019292

TEL 093-641-2094

（有）寺門六香園 5,000 －4008無法

土１と１石１園１
福岡県北九州市八幡西区森下町１７－１〒806-0046

寺門　加六019294

TEL 092-611-9225

（株）寺島土木運輸 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区松島３－２－１２〒813-0062

安藤　宏司019303

TEL 0946-42-2389

テシマ建築 －4006無個

建１
福岡県朝倉郡筑前町長者町５２２－２〒838-0204

手嶋　豊隆019314

TEL 0948-26-1118

天松建設（株） 10,000 －4010無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県飯塚市大日寺５１２－８７〒820-0046

松尾　政勝019322

TEL 093-642-8181

（株）ディック 20,000 －4008有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－１０－２１〒806-0047

畑中　亨019325

TEL 092-803-0787

（株）電広舎 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区重留５－３－６〒811-1101

浦嶋　健一019332

TEL 092-941-1311

（株）テヅカ 48,120 －4001有法

機１
福岡県古賀市谷山９４２－１〒811-3125

下田　善吉019338
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TEL 093-475-0862

（有）寺﨑組 20,000 －4008無法

土２と２舗２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区中吉田５－６－１１〒800-0204

寺﨑　憲志019339

TEL 092-407-3431

（有）眞弘建設 3,000 －4001無法

土１と１水１解１
福岡県福岡市西区拾六町５－５－３－１Ｆ〒819-0041

石橋　利枝019343

TEL 092-924-0685

（株）テシマ 10,000 －4011無法

と１
福岡県太宰府市御笠１－２－１８〒818-0110

白石　静馬019349

TEL 0942-41-8555

（株）天慶 10,000 －4002無法

屋１板１
福岡県久留米市東合川１－９－１２〒839-0809

堺　斗司郎019356

TEL 092-713-0033

（株）テクノ技研 10,000 －4001有法

電１管１機１消１
福岡県福岡市中央区大手門２－９－２３〒810-0074

野田　洋019360

TEL 092-511-7773

（株）電究社 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区寺塚１－４－３〒815-0074

直塚　和知019361

TEL 092-551-2780

（株）電省社 10,000 －4001無法

電１機１
福岡県福岡市南区塩原４－２０－２３－１〒815-0032

尾崎　四郎019371

TEL 093-883-6876

（有）天創 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区椋枝１－１－１８〒807-1115

稲光　環019375

TEL 092-713-2555

（株）電通九州 400,000 －4001有法

建２と２石２電２鋼２塗２内２解２
福岡県福岡市中央区赤坂１－１６－１０〒810-8675

鈴木　亨019377

TEL 093-561-2946

（有）出島商会 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉北区中井２－７－２３〒803-0836

出島　毅019380

TEL 092-943-2547

（株）テクノスグリーン 24,050 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園１水２
福岡県古賀市川原１２６４－１〒811-3132

安岡　明仁019386

TEL 092-411-7804

（有）出口防災 3,000 －4001有法

電１消１
福岡県福岡市博多区堅粕４ー８ー２８〒812-0043

小野田　誠二019390

TEL 0944-43-5766

ヤマト工建 －4003無個

土１と１鋼１舗１水１
福岡県みやま市高田町徳島７３３〒839-0211

堤　清二019395
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TEL 092-721-5155

藤榮電氣工事（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市中央区天神５－５－５－１〒810-0001

藤瀬　浩幸020017

TEL 093-631-2551

（有）東亜電通工業 3,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市八幡西区割子川１－２－３６〒806-0064

野角　昭博020028

TEL 093-641-1808

東洋設備工業（株） 20,000 －4008無法

土１管２水１消１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２－１０－１７〒806-0047

穴南　晃020029

TEL 092-661-1626

東海住宅販売（株） 50,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市東区千早２－１－１〒813-0044

伏見　太郎020030

TEL 092-641-5133

東洋体育（株） 10,000 －4001無法

土１機１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－７－１３〒812-0051

今林　義雅020036

TEL 0946-22-3486

東建舗道（株） 20,000 －4006無法

土２舗２水２
福岡県朝倉郡筑前町高田２５０８－１〒838-0814

山　　早苗020045

TEL 093-691-0038

東洋建設工業（株） 58,000 －4008有法

土２建２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市八幡西区浅川台３－２０－１１〒807-0875

住吉　弘徳020054

TEL 092-807-6083

東洋土木（株） 20,000 －4001無法

土１水１
福岡県福岡市西区徳永６１８〒819-0375

庄野崎　きぬ子020056

TEL 092-861-3510

トキワ工業（株） 38,000 －4001無法

土２管２舗２水２
福岡県福岡市城南区長尾５－７－２５〒814-0123

松尾　浩充020058

TEL 092-651-0698

東和施設工業（株） 20,000 －4001有法

土１管２舗１水１消１
福岡県福岡市東区馬出１－１１－８〒812-0054

山木　光江020066

TEL 092-523-1864

東陽産業（株） 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市中央区平尾３－１４－１１〒810-0014

森永　裕一020073

TEL 093-561-8811

（株）トオーツウ 20,000 －4008無法

電１通１消１
福岡県北九州市小倉北区熊谷４－１５－７〒803-0864

日高　久太020086

TEL 093-881-2616

土居工業（株） 20,000 －4008有法

管１水１消１
福岡県北九州市戸畑区中原東３－１２－２２〒804-0012

土居　正彦020088
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TEL 092-608-0283

（有）東部電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区高見台４－５－８〒811-0215

渡辺　勝彦020098

TEL 0944-56-8811

（株）徳一工業 3,000 －4003無法

機１
福岡県大牟田市大字手鎌１８４８－５〒836-0004

成清　功020101

TEL 093-921-3375

東和産業（株） 20,000 －4008無法

塗２
福岡県北九州市小倉北区吉野町１３－１〒802-0085

浦野　伸太郎020102

TEL 092-567-0711

東洋建工（株） 50,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市南区野多目２－３－２１〒811-1347

河村　普剛020107

TEL 093-541-1188

（株）遠光 20,000 －4008有法

建１管１
福岡県北九州市小倉北区大田町１－２３〒802-0015

遠々内　雅英020110

TEL 0930-56-0333

（株）洋栄 40,000 －4005無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県築上郡築上町大字高塚７４９〒829-0331

片峯　明子020111

TEL 092-433-5055

東電（株） 20,000 －4001無法

電２管１
福岡県福岡市博多区豊１－１－４７〒812-0042

加藤　英司020113

TEL 092-714-1246

（株）都市造園 27,000 －4001無法

土２園２
福岡県福岡市中央区渡辺通５－４－３〒810-0004

都地　輝樹020119

TEL 093-663-8777

戸畑冷凍工業（株） 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡東区白川町１０－１７〒808-0007

吉井　大介020120

TEL 0946-22-3386

（株）豊竹 10,000 －4006無法

屋１板１
福岡県朝倉郡筑前町依井４１９－１〒838-0813

前田　憲志020122

TEL 0942-44-2294

（株）鳥越建設 45,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市野中町２４９－９〒839-0862

鳥越　一郎020128

TEL 093-871-2446

戸畑土建工業（株） 50,000 －4008無法

土２と２舗２し２水２
福岡県北九州市戸畑区沖台２－１５－７〒804-0064

大西　松雄020145

TEL 0949-22-1059

（有）徳永塗装工業所 9,400 －4004無法

塗１防１
福岡県直方市大字植木１０４３－１１〒822-0031

徳永　宏二020151
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TEL 0942-34-8732

東洋設備（有） 24,000 －4002無法

土１管２水１消１
福岡県久留米市梅満町１５８１－１〒830-0048

福江　由美子020171

TEL 092-872-3200

（株）トキワ設備 40,000 －4001有法

土２と２管２舗２水２消１
福岡県福岡市早良区東入部１－２－４７－２０１〒811-1102

川浪　弘之020185

TEL 092-541-6034

富永タイル（株） 10,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市南区長丘５－１－２６〒815-0075

岡田　恵二020193

TEL 093-521-6144

（株）たけざわ内装 11,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区上富野４－３－８〒802-0022

竹澤　広志020199

TEL 092-481-6201

トキワ電気工業（株） 20,000 －4001無法

電２通２
福岡県福岡市博多区比恵町１３－７〒812-0014

井上　利光020202

TEL 092-611-5815

（株）東部産業 50,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市東区原田１－１－２１〒812-0063

山﨑　剛020210

TEL 092-581-0382

（株）藤建設 36,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市南区井尻５－８－５〒811-1302

藤　肇020225

TEL 092-409-6003

冨永電業（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区東那珂３－６－５１〒812-0892

冨永　浩020246

TEL 093-661-0198

徳永電設（株） 10,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市八幡東区　園３－１１－３〒805-0067

徳永　俊幸020266

TEL 093-293-3388

洞海土木（株） 10,000 －4008無法

土１と１鋼１し１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３４７６－３〒811-4331

斎藤　哲平020282

TEL 093-681-0119

（株）東和防災システム 50,000 －4008無法

電１管１塗１防１消１
福岡県北九州市八幡東区上本町１－９－４３〒805-0018

三牧　十九生020286

TEL 093-751-4831

（株）遠見 20,000 －4008有法

土１建２と２石２屋２タ２鋼２舗１し１防２内２具２水１解２
福岡県北九州市若松区大井戸町９－２８〒808-0033

遠見　徳子020297

TEL 093-451-0158

東和開発（株） 10,000 －4008有法

土１
福岡県北九州市小倉南区新道寺３３１３〒803-0186

吉武　正晶020310
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TEL 092-806-1273

徳安建設（株） 25,000 －4001無法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県福岡市西区大字飯氏６４４－５〒819-0371

徳安　義幸020330

TEL 0944-58-1071

徳永建設（株） 30,000 －4003無法

土１舗１
福岡県大牟田市大字宮崎２３８３－２〒837-0903

堀　敏治020331

TEL 092-400-0096

（有）同和化工 3,000 －4001有法

防１
福岡県福岡市早良区重留６－９－１－２〒811-1101

橋口　公芳020334

TEL 0948-20-0600

（株）ドーケン 35,000 －4010有法

土１大１と１石１屋１タ１舗１内１
福岡県飯塚市筑穂元吉６８６－１〒820-0705

多胡　建伺020336

TEL 0947-42-4307

豊福空調工業（株） 20,000 －4009無法

管１水１
福岡県田川市上本町９－２８〒826-0023

國安　健次020356

TEL 092-812-0315

俊住宅建設（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区田村７－１４－２３〒814-0175

林　輝彦020385

TEL 093-641-5511

堂本商事（株） 30,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区夕原町１１－１２〒807-0813

堂本　賢一020394

TEL 093-931-1913

（株）東洋ブロック工業 10,000 －4008無法

土１と１タ１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区若富士町９－４〒802-0063

井上　良久020397

TEL 0948-92-0253

友栄土木（株） 20,000 －4010無法

土１と１鋼１舗１通１水１解１
福岡県飯塚市勢田３９６〒820-1111

長沼　勝美020402

TEL 093-531-3270

徳田塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市小倉北区常盤町１－１１〒802-0035

徳田　薫020410

TEL 0942-33-3067

（株）豊福組 43,000 －4002無法

土２建２と２管１舗２水２解２
福岡県久留米市宮ノ陣６－１２－４０〒839-0801

豊福　高士020421

TEL 092-571-1971

（株）コムカット 14,000 －4001無法

土１と１舗１塗１
福岡県福岡市南区的場２－２１－１〒811-1314

河口　幸史020432

TEL 09496-2-3500

東和機電工業（株） 20,000 －4010有法

鋼１機１
福岡県飯塚市勢田２５９４－１８〒820-1111

福田　雄介020441
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TEL 092-522-3659

（有）八工事部 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区薬院３－１５－６〒810-0022

西村　友希020445

TEL 093-601-1833

（有）藤秀産業 8,000 －4008無法

土１と１塗１解１
福岡県北九州市八幡西区本城１－６－１〒807-0801

藤井　和彦020452

TEL 093-652-0362

（株）友澤工業 20,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡東区大蔵３－８－１０〒805-0048

友澤　健二020468

TEL 093-481-7284

徳川建設（株） 20,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県北九州市門司区新門司３－６７－１３〒800-0115

徳川　賢太郎020479

TEL 092-585-5745

（株）徳永設備工業 5,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市南区的場２－２５－５〒811-1314

中原　寛人020494

TEL 092-871-2119

豊福硝子店 －4001有個

ガ１具１
福岡県福岡市城南区片江２－１９－３〒814-0142

豊福　昭020506

TEL 093-962-4329

東栄建設（株） 43,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県北九州市小倉南区葉山町３－３－１〒802-0837

東　鉄男020512

TEL 092-591-5383

藤吹付塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市南区日佐５－７ー１９〒811-1313

藤　敏幸020526

TEL 092-574-1361

（株）徳田工業 10,000 －4011無法

建１内１具１
福岡県春日市日の出町４－１７－１〒816-0873

徳田　直樹020538

TEL 093-617-5919

鳥井建設工業（株） 10,000 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区馬場山東１－１０－１０〒807-1131

鳥井　義又020553

TEL 0948-28-1709

（有）東和建設 3,000 －4010無法

土１舗１
福岡県飯塚市横田２０９〒820-0044

石戸　宮子020627

TEL 0942-41-0340

（有）徳栄産業 5,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市国分町３９－６〒839-0863

倉冨　誓子020634

TEL 0942-35-4565

東建工業（株） 50,000 －4002有法

土２建２と２水２解２
福岡県久留米市原古賀町２５－１１〒830-0046

古賀　紳也020644



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

112頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-926-2433

砥綿商会 －4011有個

土１
福岡県筑紫野市大字天山６５９－３〒818-0012

砥綿　淳一020647

TEL 0949-22-2119

（有）戸畑組 37,000 －4004有法

土２建１と２石２舗２し２水２解２
福岡県直方市大字下境１０１３－１〒822-0007

戸畑　広志020658

TEL 092-622-6162

東部製作所（有） 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡志免町御手洗１－３－１４〒811-2206

濱﨑　陽介020677

TEL 0949-23-2293

東陽産業（株） 6,000 －4004有法

土１
福岡県直方市大字上境１５８０－１〒822-0006

福田　勇太020686

TEL 0944-85-8725

（有）徳永工務店 3,000 －4003有法

土１管１水１消１
福岡県大牟田市大字岬２８９２－１０〒836-0002

徳永　一美020699

TEL 09447-6-0711

砥上建設（株） 20,000 －4003無法

土２建２大２と２舗２し２水２解２
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾３５３〒839-0253

砥上　晴仁020708

TEL 092-841-1820

（株）富崎工務店 30,000 －4001無法

建２大２左２と２屋２タ２鋼２筋２塗２防２内２具２解２
福岡県福岡市早良区有田１－４２－２２〒814-0033

富崎　賢一020718

TEL 093-481-1602

東洋化工商事（株） 10,500 －4008有法

防１内１
福岡県北九州市門司区新門司３－５４〒800-0115

泉　克秋020742

TEL 093-581-1322

洞海電池電業（株） 13,200 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市小倉北区真鶴２－４－１３〒803-0844

池尻　正昭020766

TEL 0944-63-6777

（株）藤和開発 25,000 －4003有法

土２管２し２水２清１
福岡県みやま市瀬高町濱田１１７－５〒835-0016

藤井　隆020771

TEL 092-322-9496

徳永工務店 －4001無個

建１
福岡県糸島市蔵持７９９－１〒819-1141

徳永　卓見020784

TEL 093-691-1881

（株）トモヱ工業 10,000 －4008有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県北九州市八幡西区日吉台３－１３－８〒807-0866

小嶋　健次020788

TEL 092-561-1578

東豊道路機材（株） 10,000 －4001有法

と１塗１
福岡県福岡市南区屋形原１－１５－１５〒811-1351

吉永　憲治020794
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TEL 093-662-4613

（株）東亜機器産業 10,000 －4008有法

電１通１消１
福岡県北九州市八幡東区西本町２－５－１５〒805-0061

廣塚　敏和020802

TEL 092-806-0022

東昇建設工業（株） 13,500 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市西区周船寺３－８－１３－１０２〒819-0373

平田　錦史郎020805

TEL 093-883-1288

豊福建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区中原東３－３－５〒804-0012

豊福　英治020808

TEL 0942-27-2121

友野建設（株） 20,000 －4002有法

土２と２鋼２舗２水２解２
福岡県久留米市荒木町荒木１３４８－２〒830-0063

友野　カツ子020818

TEL 0948-28-4976

東亜興業（有） 20,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市楽市６０６－３〒820-0074

大軒　永久020824

TEL 092-962-3440

徳本重機（有） 3,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡新宮町下府４－９－８〒811-0112

徳本　英隆020833

TEL 092-573-7878

（有）藤開発 3,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県大野城市曙町３－３－１〒816-0934

藤　尚憲020847

TEL 0940-37-0656

（有）東興工業 3,000 －4008無法

土１と１
福岡県宗像市大井６０１－１２〒811-3432

勝浦　隆博020849

TEL 092-472-7475

東光電機（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区竹下１－２２－１６〒812-0895

吉田　洋一郎020853

TEL 092-963-5712

（株）トーヨー 10,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１６４８〒811-0101

井浦　健太020869

TEL 0949-22-1793

（株）友原アルミ工業 10,000 －4004無法

具１
福岡県直方市大字下境字物蒔３３２８－１〒822-0007

友原　徳久020884

TEL 093-223-1368

刀根電気工事店 －4008無個

電１
福岡県遠賀郡芦屋町幸町８－５〒807-0101

刀根　十三郎020906

TEL 092-985-7445

（株）東筑設備工業 10,000 －4011無法

土１管１水１
福岡県筑紫野市二日市北４－３０－８－５０４〒818-0056

池田　隆浩020907
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TEL 093-282-3302

（株）東陽建工 34,200 －4008無法

土２建１と２石２舗２し２水２解２
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅南３－１４－３〒811-4238

吉井　優一020910

TEL 092-606-3363

東建工（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２水２
福岡県福岡市東区和白丘２－３－１０〒811-0213

田中　正義020912

TEL 0930-25-1486

（株）豊田建設 5,000 －4005無法

土１建１大１と１鋼１筋１舗１水１解１
福岡県行橋市大字寺畔５２０－１〒824-0042

豊田　太陽020947

TEL 092-322-0692

友岡建設（株） 30,000 －4001無法

建１大１塗１防１内１具１
福岡県糸島市東１５２９－１〒819-1122

友岡　武020950

TEL 092-661-9131

東筑エンジニアリング（株） 10,000 －4001有法

管１鋼１機１水１
福岡県福岡市東区若宮５－１８－３２－１２１０〒813-0036

宇都　哲也020962

TEL 093-582-7466

東洋電設（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区上到津２－１２－３１〒803-0845

塩崎　貴愛020987

TEL 092-611-2301

（株）富永工芸 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市東区多の津４－３－１９〒813-0034

富永　靖雄020989

TEL 093-472-6518

（株）リビング・ドゥー 10,000 －4008無法

建１園１
福岡県北九州市小倉南区中曽根新町５－１８〒800-0216

田中　聖行020995

TEL 093-882-9385

（有）戸畑電設 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－２２－７〒804-0031

成尾　妙子020998

TEL 092-874-6550

（株）中村尚古堂 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区片江１－１－２５〒814-0142

中村　亮輔021002

TEL 093-513-1701

（株）中島工作所 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸５－２１〒802-0031

中島　純一021021

TEL 0942-72-3724

（株）永利建設 30,000 －4002無法

建２
福岡県小郡市小郡２２８８－３〒838-0141

永利　智博021096

TEL 093-381-0631

中山産業（株） 20,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市門司区松原１－９－６〒800-0064

中山　清隆021108
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TEL 092-581-9021

（株）那珂舗装 20,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市博多区昭南町３－４－１３〒812-0876

伊藤　英治021109

TEL 092-591-4757

中山建設 －4001有個

建１
福岡県福岡市南区日佐４－２２－３〒811-1313

中山　勲021110

TEL 092-741-1052

中村石材工業（株） 18,000 －4001有法

石１タ１
福岡県福岡市中央区天神３－１５－２４〒810-0001

中村　政博021129

TEL 092-881-0495

永田組 －4001無個

土１
福岡県福岡市西区能古３５７－１０６〒819-0012

永田　福太郎021132

TEL 0947-22-0066

中川建設（株） 20,000 －4009無法

土２建２と２石２管１舗２水２解２
福岡県田川郡福智町金田７０４〒822-1201

中川　幸二021139

TEL 093-601-1828

中村塗装工業（株） 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区御開１－５－３７〒807-0806

中村　壽021145

TEL 092-591-1400

（株）中原工務店 45,000 －4001無法

管２水２
福岡県福岡市南区的場２－２５－５〒811-1314

宮口　新021160

TEL 092-623-7422

中川工務店 －4001無個

土１建２
福岡県福岡市東区多の津４－２１－８〒813-0034

中川　保麿021178

TEL 092-566-5456

ユーライフホーム（株） 25,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市南区花畑２－４－１３〒811-1356

藤貫　芳秀021204

TEL 0930-52-0724

（資）中野電気商会 3,600 －4005無法

電１
福岡県築上郡築上町大字築城１３８－３〒829-0102

中野　隆徳021207

TEL 092-327-8001

（株）楢﨑建設 30,000 －4001無法

建２大２と２塗２防２具２
福岡県糸島市志摩桜井５２８６〒819-1304

宮本　静生021232

TEL 092-821-5361

（株）仲原建設 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市城南区茶山２－９－２３〒814-0111

仲原　俊介021242

TEL 092-873-5491

（有）長谷建装 10,000 －4001無法

左１と１塗１防１
福岡県福岡市早良区田村６－６－３〒814-0175

長谷川　陽021252
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TEL 092-522-2575

仲野賢司産業（株） 21,000 －4001有法

建２管１
福岡県福岡市中央区平尾１－６－３〒810-0014

仲野　賢司021258

TEL 0943-72-2550

（資）中野商会 20,000 －4002有法

建１鋼１
福岡県久留米市田主丸町以真恵２５４－２〒839-1223

中野　節子021315

TEL 0942-73-1175

南筑土建（株） 35,000 －4002無法

土２と２舗２園２水２解１
福岡県小郡市稲吉９３－１〒838-0128

堤　一治021318

TEL 092-327-2239

中村組（株） 20,100 －4001無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県糸島市志摩桜井２１４６－１〒819-1304

中村　陽介021330

TEL 092-926-2821

（株）中川組 50,000 －4011無法

土２と２舗２園２
福岡県筑紫野市岡田２－６２－２〒818-0013

中川　康隆021338

TEL 092-622-9110

コスモ建設（株） 25,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市東区原田１－１－２１〒812-0063

山　　隆　021359

TEL 092-751-1631

（株）内藤工務店 50,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市中央区港２－５－８〒810-0075

青池　美和021365

TEL 092-541-0038

成富興産（株） 12,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市南区清水２－１９－１〒815-0031

吉田　栄子021366

TEL 092-541-4971

（株）那須工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区皿山１－１３－２７〒811-1365

那須　竜一021436

TEL 092-751-9381

中村工業（株） 60,000 －4001無法

土２建２大２左２と２石２屋２電２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県福岡市中央区舞鶴３－２－６〒810-0073

中村　隆元021450

TEL 093-451-4402

南協商事（株） 30,000 －4008有法

土１建１と１石１屋１鋼１舗１し１機１具１水１解１
福岡県北九州市小倉南区石原町３９５－１〒803-0185

増田　哲021457

TEL 092-581-9207

南部防災工業（有） 3,000 －4001無法

通１消１
福岡県福岡市博多区諸岡５－３－２３〒812-0894

茂浦口　慶一021461

TEL 092-852-7328

（株）中村夕イル商会 13,260 －4001有法

タ１
福岡県福岡市早良区有田７－２４－６〒814-0033

中村　正昭021471
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TEL 0944-56-2626

（株）長吉組 40,000 －4003無法

土２建２と２解２
福岡県大牟田市大黒町２－１９－４〒836-0006

長谷　洋一郎021509

TEL 092-581-1366

永田建設（株） 20,000 －4011有法

建２
福岡県春日市一の谷１－４６〒816-0852

永田　雅雄021554

TEL 0948-23-0681

（株）中並組 20,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県飯塚市上三緒１２５－８２〒820-0013

中並　龍人021557

TEL 0944-56-5533

（有）長吉重機 3,000 －4003無法

土１と１
福岡県大牟田市大黒町２－１９－４〒836-0006

光達　司021571

TEL 093-962-7358

（有）夏山土木 30,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－５－２４〒802-0821

夏山　永浩021572

TEL 093-761-1336

中野電話工業（株） 10,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市若松区波打町６－２３〒808-0013

中野　浩一021581

TEL 0944-55-3335

中島物産（株） 20,000 －4003有法

屋１電１管２タ１機１具１消１
福岡県大牟田市不知火町２－７－１〒836-0843

中島　康宏021622

TEL 093-581-0880

中屋敷産業（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区上到津２－３－９〒803-0845

中屋敷　善之助021640

TEL 0930-24-0514

中村塗装 －4005無個

塗１
福岡県行橋市泉中央７－１２－２６〒824-0034

中村　重信021691

TEL 093-871-2149

（有）中野工務所 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市戸畑区中原東３－７－２７〒804-0012

入口　美恵子021729

TEL 093-681-6665

永久工業（株） 10,000 －4008無法

土１大１管１内１水１消１
福岡県北九州市八幡東区帆柱１－１－４４〒805-0056

永久　美生021751

TEL 092-851-7471

（株）那須工業 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区別府７－１１－３１〒814-0104

赤崎　重夫021820

TEL 0944-52-2389

中松工業（株） 10,000 －4003無法

管１機１絶１
福岡県大牟田市八本町１２〒836-0816

中松　鎭臣021826
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TEL 093-631-3788

永田工業（株） 10,000 －4008有法

と１機１
福岡県北九州市八幡西区萩原１－８－３〒806-0059

永田　憲之021854

TEL 093-662-1336

櫻工業（株） 11,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡東区尾倉２－４－１１〒805-0059

永井　龍二021856

TEL 092-621-0684

エス・シー・マテリアル（株） 50,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市東区二又瀬新町１３－３８〒812-0065

後藤　智彦021875

TEL 093-601-6333

中嶋化学工業（株） 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区本城東２－５－３０〒807-0815

中嶋　勝盛021878

TEL 093-662-2449

（有）中條機工 3,000 －4008無法

と１管１鋼１機１解１
福岡県北九州市八幡西区天城町６－２５〒806-0015

中條　勝仁021887

TEL 092-707-7080

ナカハラ開発（株） 35,000 －4001無法

土１と１舗１し１
福岡県福岡市西区周船寺３丁目８－１３－１０３〒819-0373

平田　憲史郎021891

TEL 0944-56-8608

（有）中﨑電業社 3,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市新地町５〒836-0032

中﨑　義和021898

TEL 0947-63-4027

大幸建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡大任町大字今任原４０９２－１９〒824-0511

長原　幸生021914

TEL 092-501-3322

（株）中嶋硝子 10,000 －4001無法

ガ１
福岡県福岡市南区弥永３－２０－７〒811-1323

中島　功021922

TEL 093-882-6522

（有）長崎築炉 8,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－２２－１３〒806-0045

高田　雅彦021984

TEL 093-671-6363

西日本内装（株） 30,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市八幡東区春の町２－１－２２〒805-0050

豊島　三伍022004

TEL 092-721-5612

（株）西装 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区大手門３－３－１６〒810-0074

明神　裕之介022006

TEL 093-931-0140

（株）西日本開発工業 10,000 －4008有法

土１と１井１
福岡県北九州市小倉南区若園１－５－１２〒802-0816

二階堂　文治022007
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TEL 093-921-0014

西村畳工業（有） 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区城野４－５－２９〒802-0802

姫路　恵司022009

TEL 092-581-2331

西日本ステンレス工業（株） 13,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区板付２－７－１６〒812-0888

中村　修一郎022013

TEL 092-581-5003

（株）西村組 20,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市南区柳瀬１－３２－２０〒811-1321

西村　滋憲022030

TEL 092-322-2916

（株）西原建設 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県糸島市川付８９１－１〒819-1155

轟木　郁雄022042

TEL 0979-83-3567

（有）西電工業 10,000 －4005無法

電１管１機１水１消１
福岡県豊前市大字宇島７６－２４〒828-0022

笹原　秀生022053

TEL 092-851-5311

（株）西日本電業社 30,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市城南区七隈１－３－５〒814-0133

村上　豊022059

TEL 092-861-2572

（株）日栄設備 20,000 －4001無法

管１水２
福岡県福岡市早良区野芥２－２９－３〒814-0171

宮嵜　広見022071

TEL 093-581-0706

日鉄管電工（株） 10,000 －4008有法

電１管１通１消１
福岡県北九州市小倉北区篠崎２－２３－２１〒803-0861

古江　幸夫022082

TEL 092-589-4835

（有）西日本体器 5,000 －4011無法

機１
福岡県春日市昇町１－８１〒816-0851

山下　孝一郎022085

TEL 0942-53-5037

（株）西日本 20,000 －4007無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県筑後市大字水田１２００－１〒833-0027

尋木　優太022086

TEL 092-801-7822

日建工材（株） 50,000 －4001有法

防１
福岡県福岡市城南区片江４－８－８〒814-0142

進藤　博史022091

TEL 093-381-3531

（株）西日本電機器製作所 100,000 －4008有法

電２機１
福岡県北九州市門司区中町４－１〒800-0039

江副　孝博022097

TEL 093-644-9018

日興建設（株） 26,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区市瀬１－４－３〒806-0063

德永　誠022098
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TEL 093-871-5226

日邦無線電機（株） 20,000 －4008無法

電１機１通１
福岡県北九州市戸畑区銀座２－６－１８〒804-0076

山本　洋源022112

TEL 0942-53-3553

（有）西田組 20,000 －4007無法

土２建２水２解２
福岡県筑後市大字溝口１３９７〒833-0012

横溝　太一022118

TEL 0942-52-4476

西日本体育施設（株） 10,000 －4007無法

機１
福岡県筑後市大字野町７６７〒833-0032

今村　正男022121

TEL 092-741-6044

（株）西嶋金網製作所 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市中央区荒戸３－１－２〒810-0062

西嶋　博022124

TEL 0942-35-5840

（株）ニシケン 1,119,352 －4002有法

土１建１と１
福岡県久留米市宮ノ陣町若松１－９〒839-0804

田中　誠一022127

TEL 0944-56-6584

（有）日東工業 5,000 －4003無法

機１
福岡県大牟田市南船津町１－６－３〒836-0075

東　麻美子022139

TEL 093-861-2025

西日本電話工事（株） 10,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－１４－１８〒804-0031

原田　肇022143

TEL 0944-54-2582

（株）日新建設工業所 30,000 －4003有法

土２建２大１防１具１
福岡県大牟田市西宮浦町１１－６〒836-0835

泉　豊博022144

TEL 092-521-1528

西日本塗装（株） 20,000 －4001無法

塗２
福岡県福岡市中央区白金２－２－２３サクセス白金１Ｆ〒810-0012

福井　義久022145

TEL 092-555-4028

西田建設（株） 30,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市南区老司１－１０－１４〒811-1346

西田　徹022161

TEL 0942-34-7077

日進電業（株） 10,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市梅満町１０５９－７〒830-0048

長谷川　博文022169

TEL 092-531-7038

日進設備工業（株） 20,000 －4001無法

管１水１消１
福岡県福岡市中央区大宮２－３－４〒810-0013

　尾　文彦022172

TEL 0930-23-2361

（株）西村組 20,000 －4005有法

土１建２機１
福岡県行橋市神田町７－２〒824-0007

西村　和宣022178
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TEL 092-731-2434

日建建設（株） 50,000 －4001無法

土１建２左２塗２防２内２
福岡県福岡市中央区六本松３－１６－３３〒810-0044

金子　幸生022182

TEL 092-611-6993

（株）日東工業所 40,000 －4001有法

電１鋼１機１
福岡県糟屋郡志免町御手洗１－２－１〒811-2206

仲上　佳宏022188

TEL 093-641-4980

西本建設工業（株） 20,000 －4008無法

土１管２水１消１
福岡県北九州市八幡西区青山１－８－４〒806-0043

藤崎　雄司022202

TEL 092-681-2930

橋本舗道（株） 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区名島２－２５－２０〒813-0043

橋本　恭道022206

TEL 092-712-6711

西鉄建設（株） 40,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市中央区大手門２－１－１０〒810-0074

宮崎　裕二022208

TEL 093-453-1124

日進舗道（株） 22,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県北九州市小倉南区大字母原５４－５〒803-0187

永渕　政信022211

TEL 092-235-3465

西鉄エンジニアリング（株） 69,000 －4001有法

土２と２電２鋼２舗２塗２通２水２
福岡県福岡市南区大橋２－１０－３〒815-0033

永尾　亮二022227

TEL 092-531-3761

西日本設備工業（株） 23,500 －4001無法

管２水１消１
福岡県福岡市南区大楠２－１４－４〒815-0082

古賀　洋二郎022228

TEL 092-661-1081

（株）西日本計装 10,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市東区名島５－４１－１３〒813-0043

山内　辰崇022245

TEL 092-501-8880

（株）西日本硝子センター 50,700 －4001無法

ガ１
福岡県福岡市南区柳瀬１－７－２０〒811-1321

久保　慎一郎022257

TEL 0948-22-2666

西日本電波工業（株） 20,000 －4010無法

電２通１
福岡県飯塚市川津３９８－３〒820-0067

和田　英之022261

TEL 093-662-0311

日鐵空調（株） 41,000 －4008無法

電１管１機１水１消１
福岡県北九州市八幡東区白川町２－５〒805-0007

安田　貴子022275

TEL 093-791-4507

日信工業（株） 85,000 －4008無法

土１建１と１管１舗１機１水１
福岡県北九州市若松区南二島２－１３－１９〒808-0109

林　和義022293
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TEL 0942-32-4604

西日本電気工事（株） 20,000 －4002無法

電２
福岡県久留米市本町１３－４〒830-0044

山口　成一022322

TEL 093-321-6634

（株）西村鉄工所 10,000 －4008有法

土１鋼１機１
福岡県北九州市門司区小森江１－２－１〒800-0007

西村　勝信022323

TEL 0948-29-1455

（株）永和技建 20,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市潤野９３４－１８〒820-0021

田中　美保子022332

TEL 092-522-8040

日九興産（株） 30,000 －4001有法

と１屋１電１板１ガ１塗１防１内１機２絶１具１消１
福岡県福岡市中央区高砂１－２４－２０〒810-0011

瓦林　剛太022345

TEL 092-591-4465

西機（株） 10,000 －4011無法

電１管１機１
福岡県春日市泉２－１０８〒816-0853

西村　芳弘022353

TEL 093-967-0623

日進道路建設（有） 5,000 －4008無法

土１舗１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町２－１４－１〒802-0979

塚本　高則022355

TEL 0944-74-1414

西日本ガス（株） 30,000 －4003有法

管１
福岡県柳川市新外町８９－２〒832-0069

橋本　幸三022358

TEL 093-434-3818

西日本建設（株） 28,000 －4005有法

土２建２
福岡県京都郡苅田町松原町２０－７〒800-0301

尾崎　一徳022364

TEL 093-645-9101

（株）日栄建装 10,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市八幡西区引野２－６－２５〒806-0067

星野　玄一郎022366

TEL 093-471-8214

（株）仁久丸組 10,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県北九州市小倉南区東貫２－１９－３３〒800-0224

仁久丸　勲022370

TEL 092-947-0543

西村ステンレス工業（株） 20,000 －4001有法

具１
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田１０４３－１〒811-2414

西村　俊治022375

TEL 092-541-7313

日成建設（株） 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市南区皿山３－６－６〒811-1365

田坂　辰彦022381

TEL 092-621-3825

西日本工業（株） 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須字石橋１１５－１〒811-2305

梶原　一夫022412
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TEL 093-201-1261

（有）ニッセツ 3,500 －4008無法

建１管１具１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊９－２－５〒807-0001

岳下　正治022431

TEL 093-521-4455

日本磁力選鉱（株） 448,600 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区馬借３－６－４２〒802-0077

原田　信022441

TEL 093-963-2549

（有）西工業所 8,000 －4008無法

土１管１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区企救丘５－１７－１３〒802-0981

西原　公生022442

TEL 093-592-1306

日南電機工業（株） 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区中井５－３－１５〒803-0836

古賀　紘一022445

TEL 093-695-1551

日本地所建設（株） 50,000 －4008有法

土２建２と２石２舗２し２水２
福岡県北九州市八幡西区御開３－３８－１〒807-0806

東　秀一022455

TEL 092-881-0976

（株）西原組 10,000 －4001有法

土１と１水１
福岡県福岡市西区上山門２－１４－７〒819-0054

西原　寛昭022458

TEL 092-812-1232

日本環境サービス（株） 10,000 －4001有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県福岡市早良区四箇６－２５－５７〒811-1103

田村　明香022494

TEL 0944-56-7518

（有）西日本設備工業 5,000 －4003有法

管１し１水１
福岡県大牟田市新勝立町４－８５－１１〒830-0895

本多　繁利022508

TEL 093-331-1166

（株）西方建設 40,000 －4008有法

土２と２し２機１
福岡県北九州市門司区大字田野浦９６１－１３〒801-0803

西方　彰浩022512

TEL 092-472-3634

（株）ダリアート 45,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市博多区博多駅南４－３－２５〒812-0016

小関　貴之022526

TEL 092-612-5225

（株）西日本特殊機工 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市博多区東平尾１－４－３３〒812-0853

星野　昭司022536

TEL 0948-53-0788

鎌正産業（株） 10,000 －4010無法

土１建１と１舗１解１
福岡県嘉麻市上山田１６８３－２５４〒821-0012

永田　朗博022545

TEL 093-621-6703

（株）西工業 20,000 －4008無法

土１と１管１鋼１機２水１解１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石１－２〒806-0004

西　高敬022568
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TEL 0930-22-5045

日本道路総合施設（株） 10,000 －4005有法

土１と１舗１塗１水１
福岡県行橋市泉中央１－１６－９〒824-0034

我有　優022569

TEL 092-691-8350

西日本サッシュ（株） 10,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市東区土井２－３４－１５〒813-0032

宮本　光正022578

TEL 0947-42-7731

（有）西日本洋瓦 3,000 －4009無法

屋１
福岡県田川市大字伊加利２２００－２〒825-0001

笠原　祐仁022586

TEL 092-947-0349

西日本環境整備（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲６９７－７〒811-2413

上岡　貴明022588

TEL 093-245-1932

（有）西村組 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県中間市大字中底井野４８４〒809-0002

西村　英次022610

TEL 092-741-0857

西日本整水（株） 10,000 －4001有法

管１機１
福岡県福岡市中央区長浜１－２－６〒810-0072

中野　吉男022627

TEL 092-621-6060

（株）西日本電波サービス 20,000 －4001無法

電１通２
福岡県福岡市東区筥松１－１１－３〒812-0061

野村　庄次022647

TEL 093-581-4128

（株）西日本緑化 30,000 －4008無法

土１と１園２解１
福岡県北九州市小倉北区中井３－３－１５－１０７〒803-0836

小松　奈津子022654

TEL 0942-44-9002

日栄産業（株） 20,000 －4002有法

土１建１と１水１
福岡県久留米市東合川２－１０－１４〒839-0809

桧枝　秀子022665

TEL 09496-2-1323

（有）西山工業 3,000 －4010有法

管１機１
福岡県飯塚市口春８５７－１〒820-1114

西山　博武022674

TEL 0930-23-9319

二豊工業（有） 3,000 －4005有法

土１管１機１
福岡県行橋市大字金屋４４５－２〒824-0004

松崎　守雄022677

TEL 093-451-0227

（有）西村産業 8,000 －4008有法

土１と１し１
福岡県北九州市小倉南区大字小森４９０〒803-0182

西村　篤二022685

TEL 093-475-5953

西日本熱設興業（株） 12,200 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区新曽根１６－１７〒800-0211

松藤　和明022692
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TEL 0944-67-2725

西山建設 －4003無個

土１建１と１
福岡県みやま市山川町真弓１４０－１〒835-0111

西山　幸德022713

TEL 092-881-7860

（株）ニシフク 15,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市西区上山門３－５－２６〒819-0054

入江　譲治022721

TEL 092-936-9747

（株）ニシワ 11,000 －4001有法

機１水１
福岡県糟屋郡志免町南里２－２２－３〒811-2207

寺町　文彦022731

TEL 092-412-8555

（株）日大設計 20,000 －4001有法

建２屋２タ２鋼２内２具２
福岡県福岡市博多区美野島２－１６－８〒812-0017

諫山　敏志022749

TEL 092-327-1881

西　建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩野北１７２１－１〒819-1303

西　　保信022753

TEL 093-771-2281

日金建設（株） 30,000 －4008無法

土２と２石２電１舗２し２水２解２
福岡県北九州市若松区響町１－５０〒808-0021

山本　一博022776

TEL 092-504-2942

日新産業（株） 40,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２機１水２
福岡県福岡市博多区月隈２－４－２〒812-0858

辻　隆一郎022808

TEL 0944-58-3740

（有）西田工務店 5,000 －4003無法

土１と１管１舗１水１
福岡県大牟田市大字草木１２６４－１〒837-0917

西田　信春022823

TEL 0947-44-7337

（有）カグメ開発 4,000 －4009無法

土１水１
福岡県田川郡川崎町大字池尻８９７－１〒827-0002

髙野　正月022834

TEL 092-866-1711

西日本クリスタル（株） 90,000 －4001有法

電２管２機１消１
福岡県福岡市早良区有田３－８－２５〒814-0033

村上　泰之022850

TEL 093-963-3022

（株）日本装美 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区日の出町１－２－１〒802-0842

原田　富治022860

TEL 092-621-7600

西村建設（株） 22,000 －4001無法

土１建２大１
福岡県福岡市東区原田１－４２－３８〒812-0063

西村　保美022876

TEL 092-932-3463

（株）日栄 20,000 －4001無法

土２と２管１鋼２舗２し２塗２通１園１水２
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５－１－３３〒811-2126

田中　龍春022883
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TEL 093-561-3856

西港建設工業（株） 20,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１塗１防１内１水１解１
福岡県北九州市小倉北区西港町１６〒803-0801

清水　達也022895

TEL 092-526-9565

（有）西日本電設 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市中央区平和３－１０－７〒810-0016

末安　嘉明022907

TEL 092-710-3330

総合メンテ株式会社 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市南区西長住１－１０－１４〒811-1361

菊永　和正022912

TEL 092-327-0795

西建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩吉田３９－１〒819-1302

西　良徳022944

TEL 0947-63-2185

（株）丹村組 10,000 －4009無法

土１建１と１水１解１
福岡県田川郡大任町大字今任原１９７６〒824-0511

丹村　薫022946

TEL 092-558-3116

（有）サンライン 3,000 －4011無法

電１内１
福岡県大野城市御笠川４－８－６〒816-0912

富重　和彦022978

TEL 092-864-3421

西日本住設（株） 25,000 －4001有法

建１管１
福岡県福岡市城南区神松寺２－７－２２〒814-0121

齊藤　英樹022980

TEL 093-331-1138

（株）日海商事 15,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区東港町６－４１〒801-0853

松尾　耕作022986

TEL 092-503-4144

ニシカワ工業（株） 10,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市中３－１４－６〒816-0906

西川　清志022990

TEL 0949-24-2100

日栄通建開発（株） 50,000 －4004無法

土２と２管１舗２通１水２解２
福岡県直方市大字下境３２３－５〒822-0007

坂口　明022993

TEL 0948-29-1417

（株）西組 30,000 －4010無法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県飯塚市川島５９７－４〒820-0002

西　三紀022995

TEL 092-565-6545

貫建設（株） 10,000 －4001無法

土１と１石１水１
福岡県福岡市南区柏原１－７－２６〒811-1353

貫　林城023004

TEL 093-472-3889

貫開発（株） 40,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県北九州市小倉南区上貫２－２０－１０〒800-0244

嶋津　政夫023017
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TEL 0947-28-3727

沼口工務店 －4009無個

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県田川郡福智町上野３４５２〒822-1102

沼口　祐三023024

TEL 093-631-6234

（株）根岸工務店 10,000 －4008無法

建１大１左１と１石１タ１塗１防１内１具１
福岡県北九州市八幡西区小鷺田町６－４〒806-0056

根岸　豊024016

TEL 092-591-3851

（株）熱研 20,000 －4011無法

管１
福岡県春日市須玖南１－１５３〒816-0863

水頭　祐二024019

TEL 092-943-0742

素木家 －4001無個

建１
福岡県古賀市美明２－２２－７〒811-3100

根メ　和展024022

TEL 093-921-4518

（株）根子工業 40,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎２－５－５〒802-0072

根子　清隆024028

TEL 092-806-1671

（株）野口製作所 10,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市西区今宿２－９－１０〒819-0167

野口　眞一025036

TEL 092-531-2838

（株）野﨑工業所 20,000 －4001無法

管２水１消１
福岡県福岡市中央区平尾３－３０－７〒810-0014

野﨑　寛025040

TEL 093-693-8811

（株）野口商会 20,000 －4008無法

電２
福岡県北九州市八幡西区浅川学園台３－１８－７〒807-0871

渡邊　博025045

TEL 093-701-5216

野坂建設（株） 40,000 －4008無法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県北九州市若松区高須東３－６－９〒808-0144

野坂　輝和025068

TEL 092-651-4931

野上電気（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市東区箱崎１－１２－２９〒812-0053

岩谷　正徳025098

TEL 092-531-0779

（資）野口塗装工業所 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市中央区高砂２－１１－２９〒810-0011

野口　英康025121

TEL 0949-22-2496

直方ガス（株） 30,000 －4004有法

管１
福岡県直方市新町３－３－１０〒822-0015

有吉　慶　025131

TEL 0949-23-0900

直方舗道（株） 10,000 －4004無法

土１舗１
福岡県直方市頓野五反田３３０８－１〒822-0002

中村　輝雄025161
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TEL 093-551-0231

（株）野川商会 10,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区下富野４－２１－１〒802-0023

野川　卓司025183

TEL 092-541-4693

（株）ノボル工業 10,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区大池２－９－１〒815-0073

茶圓　宏之025184

TEL 093-472-6036

（株）延　工業 20,000 －4008有法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉南区長野本町４－８－７８〒800-0241

延吉　勝憲025205

TEL 093-451-0818

（有）野村建設工業 34,000 －4008無法

土１建１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区徳吉西１－１２－１１〒803-0278

野村　吉秀025208

TEL 093-641-1577

能見産業（株） 10,000 －4008無法

建１と１塗１防１解１
福岡県北九州市八幡西区別所町１３－２１〒806-0068

能見　信秀025233

TEL 0949-25-1111

直方工業（株） 31,000 －4004無法

建１と１管１鋼１機１
福岡県直方市溝堀２－７－１３〒822-0013

篠﨑　光繁025240

TEL 0944-72-0154

冨士建設工業（株） 50,000 －4003無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県柳川市東蒲池２９６－１〒832-0006

野田　知秀025267

TEL 0948-65-2139

野上組 －4010無個

建１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師４０４６－１〒820-0607

野上　光雄025312

TEL 0930-24-6166

協和工業（株） 10,000 －4005無法

土１管１舗１水１
福岡県行橋市大字津留７８８〒824-0016

則松　定市025338

TEL 0948-82-0048

野見山建設（株） 20,000 －4010無法

土１建１と１舗１
福岡県飯塚市赤坂３６－２〒820-0106

平田　建一025350

TEL 092-565-2937

（株）のみ山緑地 10,000 －4001有法

土１園１
福岡県福岡市南区老司５－５１－２５〒811-1346

呑山　隆郁025379

TEL 093-571-6906

（有）野間タイル 5,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市小倉北区木町３－１６－１１〒803-0851

野間　昇市025384

TEL 0942-52-2696

広川道路工業 －4007無個

土１と１舗１
福岡県八女郡広川町大字広川２４５０－１１〒834-0121

野田　義輝025388
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TEL 092-811-0241

野方菱光（株） 40,300 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２水２
福岡県福岡市西区大字飯盛４１９－１〒819-0037

林　宗一025419

TEL 09496-2-6566

（有）野見山設備 5,000 －4004無法

土１管１舗１水１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野２９９６－１〒820-1103

野見山　正誉025421

TEL 0948-72-0189

野見山産業（株） 10,000 －4010有法

土１と１舗１
福岡県飯塚市筑穂元吉８７２－３３〒820-0705

野見山　次郎025423

TEL 0930-56-2347

野中建設（株） 20,000 －4005有法

土２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県築上郡築上町大字湊４２５－２５〒829-0311

野中　富子025424

TEL 092-923-3352

（株）野口土木 30,000 －4011無法

土２と２
福岡県筑紫野市大字永岡８３８－３〒818-0066

野口　弘利025439

TEL 092-407-6415

（株）野村商店 20,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市早良区東入部１－２－４７－２０２〒811-1102

尾田　秀一025442

TEL 0930-24-4137

野田建設工業（株） 20,000 －4005無法

土２舗２
福岡県行橋市中央３－８〒824-0005

田邉　みちよ025445

TEL 092-843-4018

（株）ノザワ工事 30,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市城南区別府６－４－１〒814-0104

中尾　一義025456

TEL 092-874-2520

（有）南野畳工芸社 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区片江３－１４－１８〒814-0142

南野　滋義025469

TEL 092-565-1611

（有）野口鈑金店 8,000 －4001無法

屋１板１
福岡県福岡市南区花畑２－４１－８〒811-1356

野口　武司025489

TEL 0942-21-6068

（有）野田総業 5,000 －4002無法

土１舗１し１
福岡県久留米市藤山町１８７３－６〒830-0053

野田　博025490

TEL 093-603-2834

（有）能木電気商会 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区御開１－１２－２３〒807-0806

能木　恒之025501

TEL 092-939-0845

野義施工（株） 10,000 －4001無法

石１タ１
福岡県糟屋郡粕屋町戸原西１－１－１〒811-2319

野間　義弘025508
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TEL 0944-63-4410

有明保安施設 －4003無個

土１と１塗１
福岡県みやま市瀬高町大草１０３０〒835-0005

野田　和由025509

TEL 0949-24-3022

直方電設工業（有） 3,000 －4004無法

通１
福岡県直方市大字下境１１－１〒822-0007

松野　政浩025513

TEL 0947-22-3447

（株）野田工務店 20,000 －4009無法

土１建１と１管１園１水１解１
福岡県田川郡福智町金田８３９－４〒822-1201

野田　重美025525

TEL 0942-53-1348

野田建設（株） 25,000 －4007無法

土１建２
福岡県八女郡広川町大字広川１３５３－４〒834-0121

野田　隆一025529

TEL 093-603-3826

野間口造園 －4008無個

園１
福岡県北九州市八幡西区則松氏田２４８－１〒807-0831

野間口　幸博025530

TEL 0942-21-4141

（株）野田清商店 20,000 －4002有法

建２と２屋２電１鋼２筋２板２塗２機１具２
福岡県久留米市上津町２２０３－１７３〒830-0052

野田　康友025551

TEL 0942-52-5217

野田工務店 －4007有個

建１大１
福岡県筑後市大字一条宇牟田１２２０－７６〒833-0001

野田　光明025556

TEL 092-503-3768

（有）野村重機 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市博多区浦田２－２－１０〒812-0861

野村　秀人025557

TEL 0942-34-8575

野口研塗（株） 10,000 －4002無法

土１建１と１塗１防１
福岡県久留米市津福今町２１４－２〒830-0061

野口　達也025571

TEL 0949-52-0221

（有）野上電設 5,000 －4004無法

電１消１
福岡県宮若市福丸１３３〒822-0101

野上　壽志025581

TEL 0949-26-5276

（株）野崎住宅 12,000 －4004有法

建１
福岡県直方市大字感田２１３８－１〒822-0001

野嵜　京一025589

TEL 093-691-0387

（有）能間塗装店 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸２－１２－１４〒807-0851

能間　靖博025591

TEL 0942-77-1396

三井工建 －4002無個

土１
福岡県三井郡大刀洗町大字富田１２９５－１９〒830-1201

野瀬　三智枝025604
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TEL 092-324-7003

（有）野口建設工業 3,000 －4001無法

建１鋼１
福岡県糸島市志摩馬場３００〒819-1305

野口　博登025610

TEL 0942-43-4727

野瀬建設 －4002無個

大１
福岡県久留米市御井町１７３５〒839-0851

野瀬　秀拓025612

TEL 092-632-0577

（有）野田設備 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区千代３－３２－１－１０３〒812-0044

野田　幸男025614

TEL 093-881-5791

（有）野口プラント工業 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市戸畑区北鳥旗町６－５〒804-0075

野口　裕隆025617

TEL 092-806-2500

（株）野坂樹苗園 10,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原８４０〒819-0163

野坂　文男025627

TEL 092-952-5011

野元建設 －4011無個

土１建１と１石１鋼１舗１水１
福岡県那珂川市大字山田５８０－６〒811-1244

野元　彰025635

TEL 0948-24-0963

（株）野田組 10,000 －4010有法

土１建１大１内１
福岡県飯塚市潤野５７－１〒820-0021

野田　忠信025637

TEL 0949-32-1304

（有）野曽板金工業 3,000 －4004無法

建１屋１板１
福岡県宮若市龍徳９８４－１〒823-0001

野曽　隆信025644

TEL 092-624-7401

（有）野田プラント 3,000 －4001無法

電１管１機１
福岡県福岡市東区多の津４－７－２３〒813-0034

野田　豊025647

TEL 092-325-0558

（有）野村建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市二丈深江２０２８－３〒819-1601

野村　修025653

TEL 092-803-7003

（有）野呂電設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１し１
福岡県福岡市早良区大字西１０３３－６〒811-1131

野呂　茂025659

TEL 0942-52-9708

野田住建 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字広川１２１５－１６〒834-0121

野田　渡025660

TEL 092-811-3661

（有）野田金属工業 10,000 －4001無法

屋１板１
福岡県福岡市西区大字羽根戸３７４－１〒819-0038

野田　公之025661
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TEL 093-951-3365

（有）野村工務店 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘９－２７〒802-0803

野村　俊二025664

TEL 092-864-9875

（有）野田建装 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区野芥５－１３－４－２〒814-0171

野田　信弘025665

TEL 093-371-8798

野中電業（有） 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区上藤松１－６－７〒800-0044

野中　裕二025666

TEL 0930-23-3068

（有）能方設備 5,000 －4005無法

土１管１水１
福岡県行橋市東泉４－２１－１９〒824-0035

能方　英明025667

TEL 0942-73-1592

野瀬組 －4002有個

土１舗１水１
福岡県小郡市古飯４７４－１〒838-0124

内野　徹025668

TEL 092-583-3205

ネクストエンジニアリング（株） 20,000 －4001有法

土２と２鋼２舗２水２
福岡県福岡市博多区月隈６－２２－４７〒812-0858

内田　明夫025669

TEL 0943-37-0408

野中建築 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町下辺春３８１２－１〒834-0073

野中　和幸025673

TEL 0943-45-0808

野中組（有） 3,000 －4007無法

土１と１舗１
福岡県八女市黒木町北大淵３６２５〒834-1201

野中　欣一025675

TEL 092-661-8330

（株）ミツヤ 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区舞松原２－３０－３〒813-0042

西　憲二郎025680

TEL 092-807-3383

（有）納富開発 3,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市西区周船寺２－１２－２４〒819-0373

納富　俊豪025687

TEL 0944-32-0083

（有）野口住建 5,000 －4003有法

建１大１
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田１６３０〒830-0416

野口　雅弘025689

TEL 092-606-3049

浜崎産業（有） 5,000 －4001有法

屋１
福岡県福岡市東区和白丘１－２２－１〒811-0213

　　　潔026001

TEL 093-962-4920

（有）濱津工務店 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区山手１－２３－３３〒802-0982

濵津　泰英026038
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TEL 092-781-2155

（株）八山組 10,000 －4001無法

と１鋼１
福岡県福岡市中央区那の津３－６－１０〒810-0071

八山　義則026043

TEL 092-831-4635

（株）馬場組 55,000 －4001無法

土１建２
福岡県福岡市早良区高取２－１６－２〒814-0011

小川　裕之026046

TEL 092-451-8011

博栄電設工業（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市博多区西月隈１－４－５〒812-0857

佐伯　一馬026081

TEL 093-661-2738

（有）原田工務店 10,000 －4008無法

土１建１と１石１タ１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡東区枝光３－１１－１１〒805-0002

原田　善児026100

TEL 09432-3-5343

成央建設（株） 20,000 －4007無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県八女市高塚６７９〒834-0034

橋爪　広幸026110

TEL 093-652-0109

（株）浜地塗装工業 20,000 －4008無法

土２塗２
福岡県北九州市八幡東区荒生田１－６－１７〒805-0015

濵地　英伸026113

TEL 092-873-7772

（株）林業務店 10,000 －4001有法

左１
福岡県福岡市城南区東油山１－３５－５〒814-0155

林　政之介026129

TEL 0947-26-0129

（株）早田組 20,000 －4009有法

土１建２と１舗１水１解１
福岡県田川郡糸田町２０７０－２〒822-1307

中牟田　和義026134

TEL 0943-23-3723

（株）馬場製作所 10,000 －4007有法

建１
福岡県八女市津江７５０〒834-0024

馬場　貴章026146

TEL 093-741-1533

（株）早川建設 30,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市若松区大字頓田１４０５－３〒808-0112

早川　慎一026147

TEL 092-591-4735

萩尾舗道（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市博多区東雲町４－１－１８〒812-0871

加藤　達也026155

TEL 092-611-8737

橋本建設工業（有） 50,000 －4001無法

土２と２管１鋼２舗２水２
福岡県福岡市東区松島１－２－２８〒812-0062

橋本　一雄026174

TEL 092-866-0707

橋本工業（株） 10,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市城南区梅林１－１３－３〒814-0144

橋本　新太郎026181
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TEL 092-811-4584

林宗土木（株） 50,000 －4001無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市西区大字羽根戸４１１－４－１〒819-0038

山田　芳彦026198

TEL 092-643-8374

博多港湾建設（株） 200,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市東区東浜２－８２〒812-0055

田原　慶太026220

TEL 0942-34-4132

半田建設（株） 75,000 －4002無法

土２建２と２鋼２舗２塗２水２解２
福岡県久留米市日ノ出町１００〒830-0012

半田　利通026250

TEL 092-806-1279

浜地建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区泉２－５－１０〒819-0381

浜地　基正026259

TEL 093-771-3636

橋本防蝕（株） 69,000 －4008有法

土２と２鋼２塗２防２
福岡県北九州市若松区大字安瀬６４－１０７〒808-0022

橋本　重信026306

TEL 093-931-0521

ハゼモト建設（株） 49,700 －4008有法

建２大２内２
福岡県北九州市小倉北区片野４－１２－１０〒802-0064

櫨本　健一026333

TEL 0943-42-1123

（株）原組 20,000 －4007無法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県八女市黒木町今５２３－１〒834-1221

原　一博026354

TEL 0946-22-5698

（有）幡電設 4,000 －4006有法

電１消１
福岡県朝倉市牛鶴１５３〒838-0024

秦　和之026380

TEL 093-921-1370

（株）八光電興社 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区黒原３－１８－１０－５０５〒802-0051

中島　英世026425

TEL 093-772-5555

秦鋼管工業（株） 30,000 －4008無法

土１と１管１鋼１舗１塗１水１
福岡県北九州市若松区南二島１－６－１４〒808-0109

向坊　康志026474

TEL 093-871-1783

花山建設（株） 20,000 －4008無法

土２建２と２石２舗２塗２水２解２
福岡県北九州市戸畑区元宮町１１－１８〒804-0072

花山　優一026498

TEL 092-641-2468

（株）博多電機 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区東浜１－１１－２６〒812-0055

蒲池　拓司026516

TEL 0947-62-3695

春本建設 －4009無個

土１建１解１
福岡県田川郡赤村大字内田２０３１－１〒824-0432

春本　末男026538
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TEL 0947-85-0032

（株）馬場組 25,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡添田町大字落合８０２－２〒824-0722

馬場　富男026539

TEL 093-742-3524

（有）英工業 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市若松区青葉台西１－１－２〒808-0143

空　勝己026565

TEL 092-771-1181

（株）ハダ工芸社 20,000 －4001有法

建２と２鋼２内２
福岡県福岡市中央区草香江２－２－２０〒810-0045

波田　英次026613

TEL 0940-42-0444

（株）林田産業 20,000 －4008有法

土２と２石２舗２水２
福岡県福津市中央５－１２－１〒811-3217

林田　賀津利026616

TEL 092-864-7687

（有）博陽建設 20,000 －4001有法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市早良区次郎丸３－４－３１〒814-0165

伊藤　隆則026630

TEL 092-573-8581

博多住材工業（株） 10,000 －4011有法

左１石１タ１塗１防１内１
福岡県大野城市仲畑１－１３－１０〒816-0921

大力　弘幸026647

TEL 093-871-2886

（株）長谷部電設 20,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区小芝２－６－１９〒804-0092

中野　創026714

TEL 092-571-3666

さくら技建 －4011有個

建１
福岡県春日市白水ヶ丘２－９９〒816-0845

林　了一026724

TEL 092-924-1672

（有）馬場崎設備 5,500 －4011無法

土１と１管１水１
福岡県筑紫野市針摺東１－２－３１〒818-0081

馬場崎　孝庸026740

TEL 0948-26-6776

（有）林組 35,000 －4010無法

土２建２大２と２舗２
福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈８１０－４〒820-0609

赤尾　みどり026747

TEL 093-645-6531

（株）原工産 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区屋敷１－１－１６〒806-0006

梅本　正026751

TEL 092-862-1333

萬電気工業（株） 18,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区長尾５－９－１７〒814-0123

後藤　英嗣026776

TEL 093-691-6561

（有）原田工務店 8,500 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１舗１し１塗１内１水１
福岡県北九州市八幡西区陣原４－５－１８〒807-0821

原田　善朗026809
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TEL 093-681-2192

（株）花田商会 50,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市八幡西区陣山２－２－１－３０５〒806-0012

花田　大造026820

TEL 092-512-1775

（株）原通信建設 50,000 －4001無法

土２と２舗２水２
福岡県福岡市南区野多目１－１１－２〒811-1347

原　雅彦026935

TEL 092-804-3289

濱地土木 －4001無個

土１と１し１
福岡県福岡市早良区大字石釡７４７〒811-1132

濱地　武026949

TEL 093-941-7727

（有）秦工務店 3,000 －4008無法

土１建１大１と１屋１電１管１タ１鋼１舗１内１
福岡県北九州市小倉北区足原１－１０－８〒802-0043

秦　豊026962

TEL 092-566-8396

博多グリーン開発（株） 29,000 －4001無法

土２と２舗２園２
福岡県福岡市南区柏原６－４－２０〒811-1353

木上　正利026968

TEL 093-931-6618

久恒畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉北区足原２－１－２９〒802-0043

久恒　揚吉027003

TEL 092-611-5134

日髙建設（株） 50,000 －4001無法

建２大２
福岡県福岡市東区筥松新町２－３０〒812-0067

日髙　輝幸027020

TEL 093-921-5108

平原建設工業（株） 10,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸１－１０－２〒802-0061

平原　雄一027040

TEL 0943-30-4188

平林建設（株） 20,000 －4007有法

建１
福岡県八女市本村４４５－１０〒834-0063

田中　秀保027052

TEL 093-452-3835

日田建工（株） 98,800 －4008有法

土１建２電１管２鋼１機１水１消１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺字梅ノ木９３６〒803-0186

富澤　善和027057

TEL 0946-22-2477

（株）平田組 20,000 －4006無法

土２建１と２管１舗２水２解２
福岡県朝倉市甘木２０４７－２〒838-0068

平田　立身027066

TEL 093-791-1631

平川工業（株） 16,000 －4008有法

土１建１と１屋１管１塗１機１
福岡県北九州市若松区藤ノ木３－４－２２〒808-0074

平川　起史027070

TEL 0947-44-1366

光工業（株） 20,000 －4009無法

土２建１と２解２
福岡県田川市大字伊田１７１６－１〒825-0002

右田　正俊027105
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TEL 0942-34-3625

（株）平山工務店 25,000 －4002無法

土１管２水１消１
福岡県久留米市合川町１５４１－３〒839-0861

今村　重利027147

TEL 0942-47-1012

（株）久富組 20,000 －4002無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県久留米市善導寺町与田２６０〒839-0823

河口　涼介027170

TEL 092-976-0114

久山建設（株） 20,000 －4001有法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県糟屋郡久山町大字山田２７７３－１〒811-2502

宗　一則027171

TEL 0944-76-0105

（株）平川建設 20,000 －4003無法

土２と２管１鋼２舗２し２水２
福岡県柳川市大和町栄７３０－１〒839-0252

平川　清喜027192

TEL 093-321-6828

日高電気工事（株） 40,400 －4008無法

電２消１
福岡県北九州市門司区旧門司１－１－１〒801-0854

日髙　博文027233

TEL 093-871-7111

（有）樋口土建 10,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市戸畑区千防３－２１－１２〒804-0081

樋口　博昭027243

TEL 092-871-0661

（株）広田工務店 34,500 －4001無法

建２解２
福岡県福岡市早良区干隈６－５－３〒814-0163

廣田　栄作027245

TEL 092-732-5767

プロペインズ（株） 10,000 －4001無法

塗１内１
福岡県福岡市中央区天神１－４－１〒810-0001

矢野　哲也027250

TEL 092-932-0682

（株）光商会 10,000 －4001無法

土１建１管１水１消１
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央１－１０－１０〒811-2128

森田　尚美027277

TEL 0949-33-1876

（株）有吉組 40,000 －4004無法

土２と１石１舗１し１解１
福岡県宮若市宮田１６７０－１〒823-0011

有吉　みきよ027324

TEL 093-531-0281

（株）平沢商店 25,000 －4008有法

と１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区馬借２－５－２３〒802-0077

平澤　昌樹027327

TEL 093-881-3039

平岡畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市戸畑区中原東１－２－１〒804-0012

平岡　晴彦027350

TEL 093-381-3216

（有）平田建設工業 35,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区東新町２－７－２３〒800-0055

平田　孝幸027355
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TEL 093-771-1212

檜塗工店 －4008無個

建１塗１防１
福岡県北九州市若松区桜町２２－６〒808-0026

檜　宮027356

TEL 092-606-2000

（株）東田中建設 21,000 －4001無法

土２と２鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市東区和白丘２－３－１０〒811-0213

田中　正男027357

TEL 092-661-2776

平峯工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市東区香椎駅東３－２２－２６〒813-0012

平峯　元明027359

TEL 0947-42-7557

久冨建設 －4009無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川市大字糒２９１－１〒825-0005

久冨　多美雄027389

TEL 0942-22-0661

（株）平田工務店 26,000 －4002無法

建２大２
福岡県久留米市国分町２０１９－２〒839-0863

林　増満027399

TEL 093-661-3177

平尾電気（株） 20,000 －4008無法

電２消１
福岡県北九州市八幡東区前田２－２－１６〒805-0069

平尾　康二027406

TEL 0942-47-1124

久富建設（株） 40,000 －4002無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県久留米市善導寺町飯田３６５〒839-0824

久富　正継027410

TEL 093-771-5117

平野産工（株） 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区本町１－６－２５〒808-0034

平野　義憲027463

TEL 092-926-5037

平城建設（株） 10,000 －4011無法

建１大１内１
福岡県筑紫野市岡田３－７－１０〒818-0013

平城　昭彦027494

TEL 092-322-3425

（株）平田組 20,000 －4001無法

土１
福岡県糸島市油比６００－１〒819-1115

畝　　淳一027504

TEL 0947-82-0593

（有）姫野木材店 20,100 －4009無法

土１建２と１
福岡県田川郡添田町大字添田２３５９－２〒824-0602

姫野　泰臣027505

TEL 092-863-8778

樋口産業（株） 30,000 －4001有法

土２と２
福岡県福岡市早良区有田５－５－１６〒814-0033

樋口　慶徳027518

TEL 092-671-0111

（株）東管工 50,000 －4001無法

土１管２舗１水２
福岡県福岡市東区若宮２－３６－１〒813-0036

柳井　みちよ027520
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TEL 093-642-3330

平山産業（株） 10,000 －4008有法

土１鋼１機１水１
福岡県北九州市八幡西区別当町２５－３〒806-0062

平山　貴浩027529

TEL 092-503-5863

（有）平山工務店 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２－２６〒812-0863

平山　マリ子027586

TEL 092-871-4059

（株）ヒラタ 10,000 －4001無法

建１左１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－２－４１〒814-0165

平田　雅敏027592

TEL 093-621-7002

（株）平野造園建設 10,000 －4008無法

土１と１舗１園１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町７－３７〒806-0041

平野　謙治027593

TEL 093-742-2200

丸平設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市若松区大字安屋６０－２〒808-0124

平原　道男027596

TEL 093-652-5158

木下建設 －4008有個

土２と２舗２水２
福岡県北九州市小倉北区上到津４－８－７〒803-0845

平山　健治027627

TEL 092-947-5210

光建設工業（株） 20,280 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２具２解２
福岡県糟屋郡篠栗町和田５－５－１９〒811-2414

南部　国広027647

TEL 0944-76-3605

久冨造園 －4003有個

園１
福岡県柳川市大和町栄１１２７－２〒839-0252

久冨　博027651

TEL 0942-44-6200

サンケイ（株） 40,000 －4002無法

電２
福岡県久留米市東合川５－６－２９〒839-0809

古賀　恭治027653

TEL 093-230-2054

光鉄工（有） 4,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区西水町１２２－４〒802-0812

伊東　育雄027663

TEL 093-751-2834

（株）清水建工 10,000 －4008有法

土１と１舗１し１
福岡県北九州市若松区大字安瀬５９－７〒808-0022

端橋　香代子027707

TEL 093-616-8829

（株）日の丸建設工業 20,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市八幡西区野面１－１１－１５〒807-1262

千々和　秀恭027711

TEL 092-881-6746

平田畳襖店 －4001無個

内１
福岡県福岡市西区拾六町２－１２－２３〒819-0041

平田　勲027715
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TEL 092-611-6061

（株）ヒノデ 10,000 －4001有法

鋼１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２８３７－６〒811-2304

橋本　高幸027752

TEL 092-952-7500

ヒアサ商事（株） 10,000 －4011有法

土１と１管１鋼１舗１
福岡県那珂川市恵子１－３５〒811-1255

日浅　一郎027786

TEL 093-771-2386

東原クレーン工業（株） 10,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市若松区大字安瀬１６－２〒808-0022

東原　文久027803

TEL 0944-56-4540

久富電設社 －4003無個

電１
福岡県大牟田市大字宮崎２８１１－７〒837-0903

久富　弘己027804

TEL 092-503-0798

平嶋舗装工業（株） 30,000 －4011無法

土２舗２
福岡県大野城市大城３－２６－９〒816-0911

平嶋　久男027809

TEL 0944-58-0368

（株）パワーライン 20,000 －4003無法

土２と２電２管１鋼２塗２水２解２
福岡県大牟田市大字橘９２６－１〒837-0911

吉田　幸則027824

TEL 0949-42-0707

（株）引地興業 10,000 －4004有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２８８０－１〒807-1312

引地　克己027831

TEL 093-951-7072

（有）光工業 5,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町１－１５－２９〒800-0256

田村　義弘027832

TEL 0940-32-2567

（株）弘江組 20,000 －4008無法

建１大１
福岡県宗像市稲元４－１－２０〒811-3406

中野　順027840

TEL 092-503-3953

（株）平山 10,000 －4011有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県大野城市乙金東３－１０－１６〒816-0901

平山　友和027844

TEL 093-451-4609

サンロード・スチール（株） 10,000 －4008有法

筋１
福岡県北九州市小倉南区大字石原町２０５－１２〒803-0185

平尾　具行027845

TEL 092-582-5575

（株）ベストホーム 40,000 －4001有法

土１建１
福岡県福岡市博多区麦野１－１０－１〒812-0882

吉永　泰典027854

TEL 092-874-1880

（株）ＡＧシステム 3,000 －4001有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市城南区南片江４－２２－１０〒814-0143

森　英治027858
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TEL 0947-72-7087

（株）樋口建設 10,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡川崎町大字川崎７６４〒827-0003

樋口　宏房027859

TEL 0942-77-0020

（有）平山建設 20,000 －4002有法

土２と２舗２水２解２
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷２５８３－１〒830-1211

平山　徹027881

TEL 092-806-5461

平喜建設（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２水２
福岡県福岡市西区大字田尻９６ー５〒819-0383

木村　鉄矢027883

TEL 0944-87-1909

（株）光建設 40,000 －4003無法

土２建２舗２水２
福岡県大川市大字向島７０５－２〒831-0005

宮　　博明027895

TEL 09433-2-0241

（株）広建 20,000 －4007無法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県八女郡広川町大字長延８３２－２〒834-0105

野中　吉文027920

TEL 0948-43-0678

緑心造園 －4010有個

土１園１
福岡県嘉麻市漆生５７４－９〒820-0201

平山　英成027923

TEL 092-935-0274

平田建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡志免町志免１－１７－１２〒811-2202

平田　雅喜027926

TEL 092-681-1119

（株）日野組 40,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市東区香椎駅前２－１４－５〒813-0013

日野　勝027929

TEL 0944-50-1164

広岡建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字倉永６６２－１〒837-0906

広岡　茂027930

TEL 092-681-7160

東小川建設（株） 40,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市東区若宮１－１０－２４〒813-0036

福澤　孝臣027969

TEL 092-942-5628

（有）姫路屋建材 5,000 －4001有法

管１タ１水１
福岡県古賀市今の庄１－９－１０〒811-3117

長崎　望027976

TEL 0943-77-3135

樋口建設 －4002無個

土１
福岡県うきは市浮羽町新川６７４〒839-1413

樋口　文夫027978

TEL 092-691-6611

福岡鉄筋工業（株） 10,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市東区土井２－１－８〒813-0032

柳井　一義028004
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TEL 0949-24-2754

（株）船越商店 10,000 －4004有法

内１
福岡県直方市須崎町１６－１２〒822-0024

舟越　謙吾028018

TEL 093-581-9391

（有）富士見電設 20,000 －4008無法

電２
福岡県北九州市小倉北区木町３－１６－９〒803-0851

遠藤　孝延028039

TEL 092-541-2645

（株）冨士塗装 20,000 －4001無法

建２と２塗２防２
福岡県福岡市南区寺塚１－３－４６〒815-0074

真砂　智028053

TEL 092-581-8263

（有）福岡店装 9,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市南区柳瀬１－２－１０〒811-1321

松尾　栄治028059

TEL 092-471-0001

九州マックス（株） 15,000 －4001有法

土１と１解１
福岡県福岡市博多区東比恵２－１８－１２〒812-0007

坂野　政志028061

TEL 092-751-7921

（株）福美電業社 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区草香江１－５－３〒810-0045

堤　秀憲028066

TEL 092-541-4670

（有）福岡宅園 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市南区桧原１－３３－２２－１０３〒811-1355

生嶌　幸子028085

TEL 092-326-5540

藤田建設（株） 20,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県糸島市二丈吉井３０３６－１〒819-1641

藤田　博信028088

TEL 092-865-4084

（有）藤本組 5,000 －4001無法

土１水１
福岡県福岡市城南区七隈７－１８－１５〒814-0133

　　剛028104

TEL 093-321-2885

福屋建設（株） 70,000 －4008無法

土２建２舗２
福岡県北九州市門司区東本町１－１－７〒801-0851

田中　純雄028113

TEL 092-402-2550

（株）福進設備 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区東光２－２２－３０〒812-0008

春日　秀継028120

TEL 093-691-2872

（株）藤本建設 21,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区則松４－１６－５〒807-0831

藤本　孝一028133

TEL 093-641-3121

（株）ふちわき 20,000 －4008無法

電２管１機１通１消１
福岡県北九州市八幡西区小鷺田町２－１〒806-0056

淵脇　政博028151
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TEL 092-751-2054

福陵建設（株） 40,000 －4001無法

土１と１石１舗１
福岡県福岡市中央区小笹３－１３－９オリエントハイツ１０１〒810-0033

中村　太028171

TEL 0947-44-1121

古本建設（株） 30,000 －4009無法

建２タ２解２
福岡県田川郡香春町大字中津原１８２２－２〒822-1405

古本　澄夫028184

TEL 092-863-6737

福岡造園（株） 20,000 －4001無法

土２園２
福岡県福岡市城南区東油山１－１０－２〒814-0155

甲斐　洋一028198

TEL 092-531-6060

福政建設（有） 3,000 －4001無法

土１建１管１舗１水１
福岡県福岡市中央区小笹１－１５－１０－１０７〒810-0033

宗像　歩巳028208

TEL 092-522-5121

（株）アーチ電工 80,000 －4001有法

土２と２石２電２舗２塗２解２
福岡県福岡市中央区薬院４－６－１７〒810-0022

篠崎　現雄028228

TEL 092-621-8274

福岡工業（株） 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区吉塚１－３２－１６〒812-0041

小川　國臣028231

TEL 0944-62-5252

藤岡建設（株） 40,000 －4003無法

土１建２大１左１と１筋１
福岡県みやま市瀬高町太神１３７４－１〒835-0013

藤岡　敬記028242

TEL 092-891-3268

ＦＤシステム（株） 30,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市西区福重３－５－６〒819-0022

猿渡　諭028261

TEL 092-937-0010

福岡ステンレス工業（株） 10,000 －4001無法

管１板１
福岡県糟屋郡志免町南里２－２７－８〒811-2207

釡木　悦子028266

TEL 093-561-0031

（有）富士装飾 3,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区南丘１－１５－２８〒803-0863

漆島　孝司028267

TEL 0946-29-0030

（株）渕上建設 20,000 －4006無法

土２と２舗２水２解２
福岡県朝倉市佐田４２５８〒838-0071

渕上　正裕028284

TEL 0942-45-2277

（株）古川工務店 20,000 －4002無法

管２
福岡県久留米市東合川１－５－８〒839-0809

古川　恒博028285

TEL 093-371-2034

（株）二巴 5,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市門司区高田１－１７－２２〒800-0031

藤井　峰晴028290
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TEL 092-611-4206

（有）福谷製作所 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区吉塚４－９－２８〒812-0041

野瀬　久徳028292

TEL 093-871-7785

（株）不動商会 20,000 －4008無法

土１と１石１管２舗１し１水１消１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－９－２５〒804-0031

井内　秀夫028325

TEL 0943-72-3370

福島建設（株） 20,000 －4002無法

建２塗２防２具２
福岡県久留米市田主丸町石垣６５１－３〒839-1212

福島　良朗028331

TEL 092-622-3700

フジメン（株） 50,000 －4001有法

建２と１屋２タ１鋼２板２塗２内２機１
福岡県福岡市東区多の津１－７－３〒813-0034

桃坂　三郎028332

TEL 093-601-2473

藤岡建設（株） 20,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市八幡西区則松東１－１１－２〒807-0837

藤岡　隆博028342

TEL 092-531-1661

（株）古屋工業所 21,250 －4001無法

管２水２
福岡県福岡市南区高宮３－１１－２８〒815-0083

藤田　由美028345

TEL 093-481-1740

藤田組 －4008無個

土１舗１水１
福岡県北九州市門司区大字恒見１２９１〒800-0117

藤田　幸雄028352

TEL 092-834-6020

フクシ（株） 20,000 －4001有法

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県福岡市西区横浜３ー２７ー２４〒819-0366

甲斐　絵里028355

TEL 0979-82-1223

二葉建設（株） 30,000 －4005無法

土２建２と２管１舗２塗２防２水２解２
福岡県豊前市大字三楽１７２〒828-0032

関　弘幸028369

TEL 092-821-5131

福岡興業（株） 30,000 －4001有法

土１建１と１電１管１舗１園１水１
福岡県福岡市早良区藤崎２－３－１０〒814-0013

松岡　雄介028373

TEL 092-567-0055

（有）福岡冷暖房機商会 9,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区老司３－４１－３２〒811-1346

本城　貴浩028392

TEL 092-503-7113

（株）フクアツ 10,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市博多区立花寺２－２４－１３〒812-0862

柿内　浩一郎028400

TEL 092-962-4123

福和電設（有） 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１３３４－２〒811-0101

権藤　義文028404
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TEL 092-558-1233

富士建設（株） 20,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区井尻５－８－１１〒811-1302

藤　曜子028420

TEL 093-621-2886

藤岡電業（株） 10,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市八幡西区陣原３－２６－２〒807-0821

藤岡　陽名028437

TEL 093-621-6714

（有）冨士永硝子店 3,000 －4008無法

ガ１
福岡県北九州市八幡西区萩原２－１１－１２〒806-0059

冨士永　光高028438

TEL 092-531-8459

（株）フソウ 24,000 －4001有法

防１
福岡県福岡市中央区小笹２－９－３４〒810-0033

鈴木　孝宏028443

TEL 092-938-7052

（株）プロッサ 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原３－７－１６〒811-2315

市川　浩028508

TEL 093-293-0168

（株）福田工務店 30,000 －4008無法

土１建１電１管２水１消１
福岡県遠賀郡遠賀町大字木守９６６〒811-4313

福田　秀徳028557

TEL 092-713-7575

（株）藤田土木 20,000 －4001無法

土２と２解２
福岡県福岡市中央区天神３－１２－１９〒810-0001

藤田　義隆028560

TEL 093-631-1361

（株）富士エンジニア 10,000 －4008有法

電１消１
福岡県北九州市八幡西区引野３－３－１〒806-0067

白石　文恵028561

TEL 093-601-1751

（有）藤工務店 3,000 －4008有法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区光明２－６－２５〒807-0824

進藤　佳史028564

TEL 093-871-6091

（株）富士金属工業 49,800 －4008有法

土２と２舗２塗２水２解２
福岡県北九州市戸畑区天神２－２－３０〒804-0094

井上　勝028565

TEL 093-791-2133

（株）船元建設工業 20,000 －4008有法

土２と２鋼２舗２し２機１水２解２
福岡県北九州市若松区南二島５－５－１〒808-0109

船元　泰博028576

TEL 093-371-4635

（株）福永製作所 10,000 －4008無法

建１鋼１
福岡県北九州市門司区松原１－６－５〒800-0064

福永　一夫028582

TEL 0942-75-4700

（株）福田組 30,000 －4002有法

土２と２舗２水２解２
福岡県小郡市三沢２９２６－９〒838-0106

福田　末春028590



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

146頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-843-5555

福岡土木（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２園２水２
福岡県福岡市城南区七隈１－７－３７〒814-0133

瀬戸　正廣028647

TEL 093-453-2212

（株）富士商会 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺３７０－１〒803-0186

内藤　耕治028688

TEL 092-962-0506

（株）船越組 40,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県糟屋郡新宮町大字湊３０１〒811-0116

船越　文廣028693

TEL 093-671-4115

（株）二村工務店 40,000 －4008無法

土１建２と１舗１水１
福岡県北九州市八幡東区前田１－５－２０〒805-0069

岡田　敬一028704

TEL 092-561-2717

福岡芝浦電子（株） 65,000 －4001有法

電２通２
福岡県福岡市南区大橋１－２－１９〒815-0033

藤原　與司028730

TEL 093-941-6098

藤田金属（株） 10,000 －4008無法

鋼１板１具１
福岡県北九州市小倉北区片野２－７－２〒802-0064

梶原　輝翔028734

TEL 0949-42-1075

（株）フクモト工業 10,000 －4004有法

塗１防１
福岡県鞍手郡鞍手町大字室木８７４－４〒807-1307

福本　満壽男028735

TEL 0930-32-2580

（株）福森組 20,000 －4005無法

土２建１と２管１舗２水２解２
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田６６０－１〒824-0822

福森　太一郎028762

TEL 093-571-6298

（有）福田保温工業所 7,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉北区真鶴１－４－３〒803-0844

福田　勝028780

TEL 0949-26-0379

福島畳表具店 －4004無個

内１
福岡県直方市感田２６８５－１〒822-0001

福島　信久028814

TEL 09496-2-1115

富士開発（株） 30,000 －4004有法

土１建１屋１
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳１３５－７５〒820-1101

猪木　直樹028816

TEL 0944-55-2525

双葉産業（株） 20,000 －4003有法

土２と２解２
福岡県大牟田市北磯町７０－７〒836-0016

江頭　大吾028840

TEL 092-921-1300

陽光建設（株） 76,000 －4011有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２
福岡県筑紫野市大字俗明院４３〒818-0067

吉岡　洋一028855
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TEL 0942-77-3855

（資）福山窯業 500 －4002有法

土１タ１
福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋１９８５－１〒830-1225

福山　昇志028858

TEL 092-812-3845

ふじ産業（株） 10,000 －4001無法

土１と１石１舗１水１
福岡県福岡市西区大字羽根戸６６４－２〒819-0038

松熊　秀晴028871

TEL 093-621-6418

藤髙組 －4008無個

左１
福岡県北九州市八幡西区幸神３－３－２１〒806-0055

藤髙　正男028874

TEL 0949-22-1950

冨士コンベヤー（株） 45,000 －4004有法

機１
福岡県直方市大字中泉字今林８８５－１１〒822-0011

吉村　太一028905

TEL 093-952-2003

扶動通信（株） 10,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－７－５〒802-0804

江角　幸雄028912

TEL 092-291-3182

（有）深江工業所 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区下呉服町７－５〒812-0034

深江　眞一028920

TEL 092-938-4338

（有）福澤建設 15,000 －4001無法

土１と１舗１し１水１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈字北隈４１５－１〒811-2301

福澤　孝臣028929

TEL 092-731-2145

福善建設（株） 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市中央区六本松１－９－１２〒810-0044

福田　茂樹028937

TEL 0944-53-5463

（有）渕上 5,000 －4003無法

建１ガ１具１
福岡県大牟田市大字久福木３５－３〒837-0915

渕上　健二028938

TEL 092-531-0245

福岡道路照明（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区市崎１－８－１１〒815-0084

渡邉　寛丈028967

TEL 093-631-4297

プラン冷熱（有） 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区幸神４－２－１６〒806-0055

前田　靖彦028971

TEL 092-621-4000

（有）福岡マイクロ工業 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原１７７２－１〒811-2304

塘地　順一029000

TEL 092-531-4795

平和工業（株） 35,000 －4001無法

管２水１消１
福岡県福岡市中央区平尾１－１３－１２〒810-0014

添田　清二郎029009
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TEL 092-873-3050

（株）別府電業 21,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市早良区賀茂３－１－４〒814-0164

吹上　進治029012

TEL 093-861-2301

平和電業（株） 20,000 －4008無法

土２と２電２解２
福岡県北九州市戸畑区中原字先の浜４６－７４〒804-0002

上野　禮一029013

TEL 0948-42-1152

平和舗道（株） 10,000 －4010有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉麻市漆生１５８５〒820-0201

中並　功029015

TEL 072-691-1406

別府建設（株） 25,000 －4001無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市東区土井１－１８－１２〒813-0032

別府　茂喜029023

TEL 093-618-7495

（株）平和電業社 20,000 －4008無法

電２
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東４－８－４５〒807-1266

貞末　太一郎029028

TEL 0944-52-0300

ベスト技建（株） 50,000 －4003有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県大牟田市有明町１－４－８〒836-0842

古賀　秀彦029035

TEL 092-691-0010

（株）千年翠 10,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市東区名子３－２－３６〒813-0024

別府　大輔029046

TEL 092-501-3938

（有）平和装備 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区井相田２－１１－３１〒812-0881

前田　潔029047

TEL 092-735-6036

ペガサスプラント（株） 20,000 －4001無法

電２管１機１通１
福岡県福岡市中央区天神２－３－１０〒810-0001

髙宮　経夫029059

TEL 0944-51-3903

別府熔接所 －4003無個

鋼１
福岡県大牟田市大字岬１００６〒836-0002

別府　兼一029061

TEL 0946-22-0031

（株）別府土建 30,000 －4006有法

土２と２石２管１鋼１舗２し２園１水２解２
福岡県朝倉市柿原３１０〒838-0026

別府　透029062

TEL 0948-92-6112

（有）平成産業 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市勢田１９５０－１〒820-1111

谷口　敏博029067

TEL 0943-22-5188

平成建設（株） 20,000 －4007有法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県八女市蒲原１３７２－３〒834-0064

金子　正行029068



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

149頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-928-5070

（有）フルガード 8,000 －4011無法

消１
福岡県太宰府市宰府１－３－８〒818-0117

植原　正明029070

TEL 092-932-2151

（有）平成興業 5,000 －4001有法

塗１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘１－１２－１８〒811-2108

岡田　一章029076

TEL 0947-46-2551

（有）平成伊藤圧接工業 3,000 －4009無法

筋１
福岡県田川市大字奈良１５８７〒826-0043

伊藤　良夫029082

TEL 0947-44-1397

（株）法研工業 20,000 －4009無法

土２と２舗２水２解２
福岡県田川市大字夏吉３２２〒825-0004

髙田　年春029085

TEL 092-863-0063

（有）平成ホーム 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区次郎丸１－２９－２１〒814-0165

林　俊太朗029091

TEL 092-262-1089

（株）ベルフォーム 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区大博町１２－１５〒812-0033

市岡　恒夫029092

TEL 092-924-7632

（有）平成工業 3,000 －4011有法

塗１防１
福岡県筑紫野市紫３－１０－３８〒818-0061

原竹　宏諭紀029094

TEL 0946-22-6670

（株）平和送電 10,000 －4006無法

土１と１
福岡県朝倉市三奈木２８２９－１〒838-0023

岩下　広文029096

TEL 092-583-3500

（株）平成ジャパン 10,000 －4011無法

建１大１屋１塗１内１
福岡県大野城市御笠川３－１５－１０〒816-0912

簗瀬　民子029116

TEL 092-566-1192

（株）ＮＳＫ 3,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区桧原４－３５－２２〒811-1355

飯田　雄三029118

TEL 0948-23-0740

（有）別府工務店 5,000 －4010有法

土１建１と１
福岡県飯塚市平恒１６９－５〒820-0073

別府　太郎029119

TEL 0942-34-8377

（有）平成技研 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市東和町２－３－６０５〒830-0035

荏隈　潤029121

TEL 092-806-3759

平間工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区今宿青木２６０－５〒819-0162

平間　光輝029124
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TEL 092-952-1183

平和建設（有） 3,000 －4011無法

と１解１
福岡県那珂川市恵子２－７－８〒811-1255

平山　充秀029125

TEL 093-961-2396

（有）平新工業 5,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県北九州市小倉南区南方２－１５－２８〒802-0976

平尾　康一029126

TEL 093-451-3490

（株）北設 10,000 －4008無法

管１水１消１
福岡県北九州市小倉南区長行西４－１１－１２〒803-0272

豊永　良一030007

TEL 0949-32-0405

（株）堀組土建 20,000 －4004有法

土２建１と２管１鋼２舗２水１解２
福岡県宮若市本城１４７９〒823-0003

堀　敬次030009

TEL 09437-5-4161

本田工業（株） 15,000 －4002有法

屋１
福岡県うきは市吉井町生葉６３６〒839-1342

本田　智030010

TEL 092-581-5231

北辰建設（株） 25,000 －4001無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市博多区麦野４－３－１〒812-0882

谷口　頼幸030014

TEL 092-621-0909

（株）保坂一正塗装店 20,000 －4001無法

建２塗２防２内２
福岡県福岡市東区馬出６－１３－１０〒812-0054

保坂　秀治030018

TEL 092-565-0171

（株）仏谷 10,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市南区花畑２－１０－２５〒811-1356

山口　孝則030022

TEL 092-591-1234

堀田建設工業（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市博多区三筑２－２－１５〒812-0887

小川　秀明030032

TEL 092-408-7033

（有）豊洋断熱工業所 10,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市南区長住４－２－１〒811-1362

石川　忠030048

TEL 092-939-1211

イデム・ホリエ（株） 10,000 －4001有法

建１鋼１板１ガ１防１内１具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈１０４２－１〒811-2302

堀江　克尚030062

TEL 092-292-0836

豊和建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区吉塚３－１７－１７〒812-0041

山崎　俊光030064

TEL 092-561-8371

豊盟工業（株） 20,000 －4001無法

土１と１管２舗１水２消１
福岡県福岡市城南区長尾３－２１－３８〒814-0123

山﨑　健030070



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

151頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-381-1239

豊栄建設（資） 48,000 －4008無法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県北九州市門司区黄金町５－１〒800-0027

桑野　高明030078

TEL 092-322-3447

（有）豊栄設備 20,000 －4001無法

管１水１
福岡県糸島市浦志２－３－３０〒819-1112

小金丸　俊二030090

TEL 092-541-5373

法城建設（株） 20,000 －4001有法

建２内２解２
福岡県福岡市南区長丘５－４－１〒815-0075

金子　毅030099

TEL 0944-51-1453

本田産業（株） 77,000 －4003有法

土１建１大２左２と１屋１タ１鋼１筋２板２ガ２塗２防２内１絶２具２
福岡県大牟田市長田町３２－１〒836-0083

塩塚　優子030136

TEL 093-980-1080

北筑電業（株） 22,000 －4008無法

電２通１
福岡県北九州市八幡西区陣原４－５－１〒807-0821

吉良　敦枝030148

TEL 092-411-1805

北斗ネオン（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２８－６〒812-0016

久保　孝二030205

TEL 092-923-2020

（有）堀電気商会 10,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市二日市西１－１１－３９〒818-0071

堀　忠嘉030263

TEL 093-473-6967

豊州造園建設（株） 21,000 －4008有法

土１園２
福岡県北九州市小倉南区津田５－９－２４〒800-0242

半情　博之030264

TEL 092-871-9737

宝満設備工業（株） 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市早良区次郎丸４－１０－５５〒814-0165

髙田　拳030267

TEL 092-553-1270

基聖産業（株） 40,000 －4001無法

土２管２舗２水２
福岡県福岡市南区長住１－１－４６〒811-1362

中野　寛030294

TEL 093-661-8767

北鐵建設（株） 20,000 －4008無法

土１建２大２と２屋２鋼２塗２防２内２具２水１解２
福岡県北九州市八幡東区西本町１－１１－３〒805-0061

五所　千和子030313

TEL 092-922-6382

（株）帆足設備 10,000 －4011無法

管１水１
福岡県筑紫野市紫７－７－５〒818-0061

　足　勝030368

TEL 093-651-3600

（有）ホームシステムセンター川口 3,000 －4008有法

建１管１
福岡県北九州市八幡東区川淵町１－１７〒805-0012

川口　知範030371
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TEL 093-481-5033

（有）宝亀土建 20,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市門司区吉志２－１１－１〒800-0114

中村　甲030377

TEL 092-591-3162

（株）本田組 12,000 －4011無法

土１と１
福岡県春日市若葉台西６－１２９〒816-0823

本田　良人030381

TEL 093-761-6422

（株）ホンダ 10,000 －4008無法

と１管１鋼１
福岡県北九州市若松区響町１－１０１－１２〒808-0021

本田　真樹030385

TEL 093-921-7777

（株）本多設備工業 24,500 －4008無法

土１管２舗１水１消１
福岡県北九州市小倉南区城野１－１３－６〒802-0802

本多　祐一郎030418

TEL 0947-72-4313

堀住建 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２９０〒827-0003

堀　勇吉030424

TEL 092-322-4779

（株）保利建設社 10,000 －4001有法

土１建１
福岡県糸島市東１４３７－２〒819-1122

保利　重勝030431

TEL 092-811-2700

細川土木（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２水２
福岡県福岡市西区大字金武２０４７－３〒819-0035

細川　城竹030436

TEL 0946-52-3271

（有）星野組 20,000 －4006有法

土２と２舗２解２
福岡県朝倉市須川３２６－１〒838-1304

星野　勝信030441

TEL 092-406-4440

保全工業（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市中央区赤坂２－６－１３〒810-0042

赤木　拓司030452

TEL 093-961-1810

（有）北建 9,000 －4008無法

土１舗１
福岡県北九州市小倉南区横代東町２－１２－２９〒802-0822

池本　政茂030489

TEL 092-811-6537

（有）八木工業 20,000 －4001無法

土２と２管２舗２水２
福岡県福岡市早良区四箇２－７－１１〒811-1103

八木　廣光030497

TEL 092-451-6571

九州スレート販売（同） 77,000 －4001有法

屋１タ１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２８〒812-0013

髙倉　賴利030500

TEL 093-951-6276

（株）細川工務店 10,000 －4008無法

土１建１と１鋼１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区八幡町２２－１〒802-0805

細川　勝治030504
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TEL 0940-36-1224

（有）本田クレーン 3,000 －4008無法

土１と１
福岡県宗像市野坂７６１〒811-3423

本田　廣行030509

TEL 092-691-5662

（株）豊友技建工業 10,000 －4001無法

土１建１管１水１
福岡県福岡市東区蒲田２－２５－３０〒813-0023

細井　隆博030511

TEL 093-692-2722

（株）ほくと住宅 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区美吉野町１４－２１〒807-0865

渡辺　好正030520

TEL 093-473-4510

（株）青海建設 20,000 －4008無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉南区大字貫１８０６－３〒800-0245

濱田　建二030521

TEL 0946-25-0191

堀尾造園 －4006無個

園１
福岡県朝倉市甘水１１４７－１〒838-0005

堀尾　伸一030522

TEL 0940-36-1213

本田工業（株） 10,000 －4008有法

土１建１屋１タ１
福岡県宗像市東郷１２４〒811-3436

本田　貢030549

TEL 092-572-2959

（株）ホンダ 10,500 －4011有法

建１と１塗１防１
福岡県大野城市仲畑４－８－１〒816-0921

藤井　裕之030564

TEL 093-451-0345

（有）細川工業 40,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺１２０４〒803-0186

細川　陽晋030568

TEL 092-715-1007

（株）ホーム・テック・仲山 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区大名２－４－３８〒810-0041

仲山　次朗030575

TEL 0930-24-7569

（有）堀本建設 20,000 －4005有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県行橋市大字大谷２０６〒824-0045

堀本　新一030580

TEL 093-223-1200

（株）本多鉄工 3,000 －4008有法

鋼１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋字大久保１４４１〒807-0133

本多　明030584

TEL 0930-33-5390

（株）豊秀建設 50,000 －4005無法

土２建２と２管１鋼２舗２塗２園２水２解２
福岡県京都郡みやこ町豊津１１１１－１〒824-0121

石本　秀樹030587

TEL 092-606-4437

（有）宝永舗道 8,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市東区雁の巣１－１９－５３〒811-0206

松元　一照030588
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TEL 0948-25-7076

（株）豊栄 20,000 －4010有法

土１建１と１鋼１舗１し１水１
福岡県飯塚市弁分１２７－７〒820-0088

安永　修吉030592

TEL 0942-77-1414

（有）棚成建設 8,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県三井郡大刀洗町山隈１５３９－１〒830-1226

棚町　重男030602

TEL 092-801-0152

（有）干隈建設 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県福岡市早良区干隈３－２９－１０〒814-0163

横田　隆司030609

TEL 0948-21-0109

（有）シラカミ 3,000 －4010無法

土１と１舗１解１
福岡県飯塚市大日寺６７５－５－２Ｆ〒820-0046

白神　史織030618

TEL 092-922-2871

（株）宝満建設 20,000 －4011無法

建２
福岡県太宰府市吉松２－８－８〒818-0138

井上　正満030619

TEL 0930-22-5530

（株）放作 52,000 －4005無法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２防１内２園１水２解２
福岡県行橋市大字金屋６７６－２〒824-0004

藤川　放作030620

TEL 093-471-4213

（株）堀建ホーム 20,000 －4008有法

土１建２と１塗１防１内１具１解１
福岡県北九州市小倉南区下貫２－７－３０〒800-0236

堀江　敬030625

TEL 0930-23-7330

堀本工業 －4005無個

土１と１舗１し１水１
福岡県行橋市北泉４－１４－３８〒824-0033

堀本　精秀030628

TEL 093-611-4621

ホームインテリアワソー（株） 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区下上津役１－３－２１〒807-0075

米倉　進030629

TEL 093-742-2935

（有）北電工 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市若松区蜑住９８３－１２〒808-0122

岩佐　勝己030630

TEL 093-981-0119

（有）本庄電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区高尾１－５－９〒803-0853

益戸　徹030637

TEL 092-934-1304

（株）宝満緑地建設 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳１－５－２４〒811-2127

藤木　弘光030639

TEL 093-591-7810

（株）北清工業 10,000 －4008有法

建１鋼１
福岡県北九州市小倉北区清水１－６－１９〒803-0841

松﨑　修治030640
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TEL 0944-51-2707

本田塗装店 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市大字久福木５６０－４７〒837-0915

本田　善三030646

TEL 092-585-9516

（有）細谷電業 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区日佐４－２３－３８〒811-1313

細谷　滋晴030650

TEL 092-612-7220

（株）細川建設 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区二又瀬新町５－２２〒812-0065

細川　憲明030652

TEL 0949-28-3019

（有）宝栄塗装工業所 10,000 －4004無法

塗１防１
福岡県直方市大字植木１１４１－６〒822-0031

佐伯　博司030655

TEL 0930-22-3199

（有）細川建具製作所 3,000 －4005無法

ガ１具１
福岡県行橋市南大橋６－３－５〒824-0032

細川　淳030660

TEL 092-623-3236

（株）エスパース建設 40,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市博多区吉塚本町２－４４〒812-0046

早川　眞市030667

TEL 0942-77-3870

（株）ファブリック大西 10,000 －4002有法

建１鋼１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈２０６４－７〒830-1226

大西　誉郎030669

TEL 092-864-5424

豊和電機設備（有） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区田隈１－２８－３６〒814-0174

牧草　長俊030679

TEL 093-293-3205

（株）ホルツ三貴 10,000 －4008無法

建１大１内１具１
福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津８１４－４〒811-4321

内村　太造030690

TEL 0942-22-0053

（株）豊栄工業 29,500 －4002無法

土２と２舗２水２解２
福岡県久留米市上津町２３８５－２６〒830-0052

川原　恵介030695

TEL 0940-36-6634

（有）福岡アルミ建材 5,000 －4008有法

ガ１具１
福岡県宗像市村山田８０９－２〒811-3434

田畑　和義030701

TEL 092-943-4060

（株）福　建設 10,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市小竹２８５－４〒811-3135

福﨑　隆次030708

TEL 093-341-3456

（有）豊西緑地開発 5,000 －4008無法

土１と１園１
福岡県北九州市門司区春日町２５－２４〒801-0823

伊崎　純司030710
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TEL 093-434-2137

堀建産業（株） 10,000 －4005有法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県京都郡苅田町大字尾倉２９７４〒800-0353

堀田　賢治030712

TEL 0944-56-1211

（有）堀電工社 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市柿園町１－１－６〒836-0801

堀　建造030713

TEL 0948-42-3111

本多機工（株） 90,000 －4010有法

機１
福岡県嘉麻市山野字小草場２０５５〒820-0202

龍造寺　健介030719

TEL 0942-77-3029

華陽住建 －4002無個

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋３５６１〒830-1225

堀江　孝幸030749

TEL 0944-53-3748

（有）堀造園 3,000 －4003無法

園１
福岡県大牟田市米生町１－４７－２〒836-0881

堀　玉紀030752

TEL 093-452-4581

豊生電気（有） 5,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市小倉南区徳吉西１－９－１２〒803-0278

瓜生　和秋030754

TEL 0943-73-1606

（株）峰光住宅 10,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市田主丸町田主丸４６０－１１〒839-1233

荻野　嶺代030760

TEL 092-804-7485

（有）北斗工業 7,000 －4001無法

タ１防１
福岡県福岡市早良区早良７－１２－４〒811-1122

池江　新也030765

TEL 092-611-1720

（株）松屋製作所 15,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡志免町別府北１－１４－１４〒811-2233

竹田　博司031004

TEL 092-291-4806

（有）松田製畳 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区上呉服町２－１１〒812-0036

村上　陽子031006

TEL 093-921-7112

（有）増田商店 6,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区片野１－５－１３〒802-0064

新谷　治幸031013

TEL 092-406-3630

（株）増山建設 30,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市中央区笹岡２－３－２７〒810-0034

増山　功一031031

TEL 092-281-2456

（株）松田工務店 20,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市博多区奈良屋町１１－１８〒812-0023

松田　裕031035
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TEL 093-473-1861

前川硝子（株） 50,000 －4008有法

ガ１具１
福岡県北九州市小倉南区中吉田１－１－２〒800-0204

前川　善一031049

TEL 09447-3-6110

（株）待鳥建設 30,000 －4003有法

土２建２と２石２舗２し２水２解２
福岡県柳川市吉原３８－１〒832-0085

待鳥　正人031059

TEL 092-323-3960

松吉建設（株） 30,000 －4001有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２内２水２解２
福岡県糸島市千早新田１４０－８〒819-1125

松吉　繁孝031069

TEL 093-621-7431

（株）丸重 10,000 －4008有法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区紅梅２－３－１９〒806-0011

梅野　貴裕031088

TEL 092-871-2568

正空建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区野芥１－６－８〒814-0171

松永　茂031187

TEL 093-223-3069

（有）前山建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１解１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１４６－３〒807-0133

前山　正英031196

TEL 0948-22-6394

舞鶴設備工業（株） 20,000 －4010無法

土１管２水１消１
福岡県飯塚市柳橋２８０－１〒820-0063

上野　雄司031217

TEL 093-571-4801

（有）松本建設工業 37,000 －4008無法

土２と１石１舗２し１水２
福岡県北九州市小倉北区木町２－１６－１６〒803-0851

木村　優子031227

TEL 092-942-6165

松本建設（株） 29,000 －4001有法

土２建２
福岡県古賀市久保５４７－１０〒811-3115

松本　博定031232

TEL 0944-55-3456

（株）松本電気 20,000 －4003無法

土１電２
福岡県大牟田市大字田隈９００－２〒837-0916

松本　英二031233

TEL 092-531-3653

（株）毎日電興社 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区高宮４－２－１４〒815-0083

大井　茂樹031238

TEL 092-501-3636

丸三工業（株） 25,000 －4001有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市博多区諸岡５－２７－７〒812-0894

大野　彰之031240

TEL 093-941-2181

前田建設（株） 20,000 －4008無法

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県北九州市小倉南区湯川新町３－１６－６〒800-0256

藤本　和憲031253
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TEL 092-503-2911

（株）丸藤産業 30,000 －4011有法

建１管２水２
福岡県大野城市乙金東１－６－２７〒816-0901

佐藤　章成031260

TEL 0979-83-3348

（株）松本組 10,000 －4005有法

土１舗１
福岡県豊前市大字八屋２０９３－１７〒828-0021

松本　聡031268

TEL 092-541-4843

（有）松吉繁工務店 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区長丘４－１６－１０〒815-0075

松吉　敬介031272

TEL 092-821-7418

（有）學建設 20,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区茶山１－１－１２〒814-0111

山口　壮一031274

TEL 0948-22-0633

（株）前田組 65,000 －4010有法

土１と１鋼１舗１水１解２
福岡県飯塚市川津５０４〒820-0067

前田　耕平031283

TEL 092-751-3692

（株）松崎組 30,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市中央区荒戸１－２－１４〒810-0062

永野　幸夫031292

TEL 0947-84-2002

（株）前田組 15,000 －4009無法

土１
福岡県田川郡添田町大字津野５２０９－１〒824-0411

前田　和吉031294

TEL 092-281-3013

（株）まつい工務店 46,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区下呉服町４－７〒812-0034

松井　喜久治031320

TEL 0949-25-1511

（株）松浦組 22,000 －4004無法

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２水２
福岡県直方市溝堀１－７－４０〒822-0013

松浦　喜文031353

TEL 092-932-3191

松井工業（株） 50,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字猫石２４４７－１６〒811-2101

松井　隆明031365

TEL 093-222-0001

護建設（株） 28,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県遠賀郡芦屋町船頭町１－７〒807-0121

草野　信子031387

TEL 093-617-2104

松本建設 －4008無個

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区馬場山西１－１６〒807-1132

松本　親雄031422

TEL 093-923-0388

松本工業（株） 48,000 －4008有法

土１建２屋２鋼２
福岡県北九州市小倉北区三萩野１－２－５〒802-0065

松本　茂樹031486
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TEL 0949-26-3966

松本築炉工業（株） 10,000 －4004無法

タ１
福岡県直方市大字感田１２６５〒822-0001

松本　章宏031541

TEL 09462-2-3784

丸西防災設備（株） 10,000 －4006有法

消１
福岡県朝倉郡筑前町依井１００４－３〒838-0813

下釡　一馬031574

TEL 092-581-4687

（有）松嵜製作所 7,200 －4001無法

建１具１
福岡県福岡市南区弥永２－３１－２４〒811-1323

松嵜　幸平031579

TEL 092-924-1943

（株）まるわ建設 10,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市大字大石８－１〒818-0006

和田　謙造031593

TEL 0947-72-3320

杉技建 －4009無個

土１建１と１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎５０７〒827-0003

眞杉　龍博031610

TEL 093-371-8846

（株）間部組電気工事 15,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上３－３－７〒800-0024

間部　松次郎031624

TEL 092-611-0301

（株）マルミ吉住組 25,000 －4001無法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市博多区空港前５－３－２１〒812-0002

吉住　成年031649

TEL 0947-44-3472

正木工業（株） 20,000 －4009無法

土２建２と２水２解２
福岡県田川市大字伊田３４６４〒825-0002

正木　禎浩031682

TEL 093-244-1738

（有）松田建設 3,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県中間市扇ヶ浦２－６－１８〒809-0023

松田　竜太031734

TEL 093-521-7610

（株）丸十環境 10,000 －4008有法

土１管１
福岡県北九州市小倉北区足原１－２－６〒802-0043

田上　幸男031781

TEL 093-791-1185

前村工業（株） 10,000 －4008無法

土１建１大１と１鋼１筋１舗１塗１
福岡県北九州市若松区南二島１－１３－２２〒808-0109

前村　秀章031782

TEL 093-642-6661

（株）松岡 20,000 －4008有法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区陣原２－７－２３〒807-0821

松岡　桂市031859

TEL 0944-22-4182

（株）松尾建設工業 25,000 －4003無法

土１舗１
福岡県みやま市高田町上楠田１９９５〒839-0225

黒田　恵奈031895
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TEL 0948-57-3035

松岡工務店 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市牛隈４６２－１１〒820-0301

松岡　博美031907

TEL 0940-36-2251

（株）真鍋組 20,000 －4008無法

土２と２舗２水２解２
福岡県宗像市和歌美台１－１〒811-3438

真鍋　卓見031954

TEL 093-881-0711

真矢造園 －4008有個

園１
福岡県北九州市戸畑区西大谷１－５－７〒804-0031

真矢　正七031982

TEL 093-341-1501

（有）松本造園建設 9,000 －4008無法

土１園１
福岡県北九州市門司区大字大積６６６－８〒801-0811

森若　直樹031988

TEL 092-541-3220

（有）宮﨑表具店 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区長丘５－１９－１３〒815-0075

宮﨑　英明032002

TEL 093-661-0534

帝電設（株） 20,000 －4008無法

電２通１消１
福岡県北九州市八幡東区白川町１０－３４〒805-0007

牟田　計美032040

TEL 0942-72-0111

（株）南組 20,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２水２解２
福岡県小郡市松崎１６６－１〒838-0122

南　由加里032061

TEL 092-541-0997

（有）水上板金工業 3,000 －4001無法

屋１板１
福岡県福岡市南区西長住２－３３－１５〒811-1361

関　大032077

TEL 0930-23-1634

宮西設備（株） 20,000 －4005有法

土２建２電１管２機１水２消１
福岡県行橋市中央１－１０－１８〒824-0005

宮西　太一032098

TEL 0930-56-2171

宮野建設（株） 40,000 －4005無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県築上郡築上町大字小原６８５－１２〒829-0304

宮野　博吉032101

TEL 0944-52-3270

三池通信（株） 10,000 －4003無法

通１
福岡県大牟田市片平町１８１－１〒836-0082

木下　俊一032118

TEL 0946-42-1200

三好工産（株） 20,000 －4006有法

管１機１絶１
福岡県朝倉郡筑前町下高場１４６１－１〒838-0211

藤本　慶紀032145

TEL 092-673-0114

誉志建産業（株） 20,000 －4001無法

土２と２水２
福岡県福岡市東区松香台１－７－３７－２０３〒813-0004

神澤　義徳032152
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TEL 0948-72-4300

三智産業（株） 20,000 －4010有法

土２建１と２管１舗２し２水２解２
福岡県飯塚市平塚１３８－１〒820-0702

和田　俊郎032154

TEL 093-602-8818

宮田建設（株） 39,500 －4008無法

土２建２大２と２塗２防２内２具２水２解２
福岡県北九州市八幡西区則松４－３－１０〒807-0831

横井　成昭032172

TEL 093-642-5120

（有）三好管工 5,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市八幡西区陣原３－１９－１〒807-0821

三好　智之032178

TEL 093-561-8792

（株）宮本工業 10,000 －4008無法

土１管１鋼１機１
福岡県北九州市小倉北区中井口９－２３〒803-0837

豊岡　海032189

TEL 093-681-3731

帝産業（株） 47,000 －4008有法

と１管１塗１防１機１消１
福岡県北九州市八幡東区白川町１０－３４〒805-0007

三好　豪032213

TEL 0942-78-4391

光安建設（株） 20,000 －4002無法

土２建２大２と２舗２水２解２
福岡県久留米市北野町赤司１８５８〒830-1127

光安　昭典032231

TEL 0947-44-2111

水谷建設工業（株） 45,000 －4009有法

土２建２と２石２鋼２舗２防１水２解２
福岡県田川市大字伊加利２１９３〒825-0001

後藤　義信032235

TEL 093-591-1511

（有）水野組 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区高見台２－１３〒803-0838

久保　大輔032240

TEL 093-471-0237

（有）三岳工務店 30,000 －4008無法

建２大２内２
福岡県北九州市小倉南区東貫２－１９－７〒800-0224

河津　伸宜032246

TEL 092-641-0075

（株）三國商會 10,000 －4001有法

左１屋１タ１塗１防１内１絶１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－７－１〒812-0051

榎田　博文032247

TEL 093-612-2011

（有）美嶋工建 5,000 －4008無法

土１と１石１園１水１
福岡県北九州市八幡西区下上津役１－１２－１２〒807-0075

柳　賢吾032254

TEL 092-872-8242

宮崎建設工業（株） 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区西入部１－１８－２８〒811-1121

伊藤　隆章032257

TEL 092-591-3351

（有）宮原商店 6,000 －4011有法

土１と１舗１
福岡県春日市須玖北５－１１６〒816-0864

宮原　和夫032275
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TEL 0930-22-1663

（株）みやけ商会 33,000 －4005有法

土１建２大２と１屋２電１管１鋼２内２水１消１解１
福岡県行橋市大字下津熊１０５０〒824-0062

三宅　真一032297

TEL 0944-54-3455

（有）岬鉄工所 3,000 －4003有法

鋼１
福岡県大牟田市大字岬５４〒836-0002

末藤　勝士032316

TEL 092-611-8001

（株）光安建設 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区空港前３－２７－１７〒812-0002

光安　利博032348

TEL 0948-21-1132

（有）光邦水道工事店 3,000 －4010無法

土１と１石１管１舗１し１水１
福岡県飯塚市目尾１０８２－１〒820-0062

野見山　富美子032362

TEL 0948-22-0730

三丸電機工業（株） 21,000 －4010無法

電１通１
福岡県飯塚市川島６０５－１〒820-0002

石野　正聰032363

TEL 092-622-1117

（株）三田 10,000 －4001無法

左１と１塗１防１
福岡県福岡市東区多の津４－２－３６〒813-0034

竹岡　義明032367

TEL 0949-32-0245

（株）三島建設 20,000 －4004無法

土２建１と２石２管１鋼２舗１水２
福岡県宮若市龍徳１３３－１６３〒823-0001

三島　勲032402

TEL 092-922-2526

（株）宮原産業 20,000 －4011無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県太宰府市大佐野５－１４－３３〒818-0134

宮原　康則032412

TEL 0948-23-1293

三明工務店 －4010無個

建１
福岡県飯塚市潤野７９９－２〒820-0021

三明　勉032417

TEL 092-862-1485

宮辰建設（株） 20,000 －4001無法

建２と２
福岡県福岡市早良区野芥２－１７－１５〒814-0171

宮嵜　克哉032488

TEL 092-938-2409

（株）三藤製作所 50,000 －4001有法

建１鋼１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈６６５－１〒811-2301

藤　伸次032504

TEL 092-557-9777

（株）エムアイタック 50,000 －4001無法

土２建２鋼２塗２防２
福岡県福岡市南区向野２－１０－３５〒815-0035

笠　正信032505

TEL 093-245-0017

（有）御館建設 10,000 －4008無法

土１建１と１舗１解１
福岡県中間市長津２－１５－１０〒809-0036

安倍　英人032524
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TEL 0946-52-1166

（株）三星テクノ 10,000 －4006有法

建１鋼１
福岡県朝倉市山田２２７３－１〒838-1306

宮地　栄一032533

TEL 0947-44-0877

（有）宮田設備商会 10,000 －4009無法

土１管１水１消１清１
福岡県田川市大字弓削田１６２－１〒826-0041

宮田　哲宏032535

TEL 0979-82-1015

ミヤフサ建設（株） 30,000 －4005無法

土２建２と２舗２解２
福岡県豊前市大字赤熊２７９－１〒828-0027

宮房　幸司032542

TEL 092-503-2121

ミナミ舗装（株） 20,000 －4011無法

土１舗１
福岡県大野城市御笠川３－３－７〒816-0912

西岡　晟夫032546

TEL 093-551-7781

（有）水上工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町２－９－１５〒802-0016

水上　隆博032553

TEL 092-322-0777

宮本建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市神在西４－１７－１〒819-1148

宮本　九二秋032557

TEL 092-626-0548

（株）ＡＳＡＨＩ．ＴＥＣ 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県糟屋郡粕屋町大字阿惠４７６－２〒811-2306

原薗　賢治032560

TEL 092-651-1623

（有）三笠設備工業 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区堅粕２－１３－１３〒812-0043

安河内　隆032574

TEL 092-806-4659

三苫建設（株） 35,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市西区田尻１－２－４２〒819-0383

落合　正美032583

TEL 092-322-2859

宮崎建設（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２水２
福岡県糸島市有田中央２－１－３９〒819-1127

宮崎　良司032587

TEL 092-607-2131

ランドホーム（株） 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区和白丘１－９－２５〒811-0213

宮本　真二朗032594

TEL 0947-42-4166

宮原工業所 －4009無個

板１
福岡県田川市栄町４－４５〒825-0011

宮原　昌博032601

TEL 0942-27-1128

宮﨑造園（株） 20,000 －4002無法

土２と２舗２園２
福岡県久留米市荒木町荒木１９７９－２３〒830-0063

宮﨑　靖幸032625
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TEL 0942-26-5909

（株）みのう 10,000 －4002無法

土１と１舗１園１水１
福岡県久留米市荒木町白口１７５７－１〒830-0062

山下　良一032656

TEL 093-471-5540

（株）満嶋商会 10,000 －4008有法

鋼１板１
福岡県北九州市小倉南区新曽根１６－４６〒800-0211

伊東　啓032676

TEL 092-711-9221

（株）ミック工房 50,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区赤坂２－６－２８〒810-0042

前田　勝利032699

TEL 0944-53-0239

宮村断熱（有） 5,000 －4003無法

絶１
福岡県大牟田市浅牟田町３０〒836-0817

宮村　幸夫032710

TEL 093-602-3836

（株）宮崎組 30,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区日吉台２－２６－５２〒807-0866

宮崎　光吾032727

TEL 092-924-5227

（株）湊工業 45,000 －4011有法

土２と２舗２水２解２
福岡県太宰府市大字内山１０９８－１〒818-0115

宮原　勝則032732

TEL 092-522-0375

（株）溝上工務店 20,000 －4001無法

建２大２内２解２
福岡県福岡市南区平和２－２０－７〒815-0071

　　正英032738

TEL 093-521-0244

（株）ミナミ電器産業 10,000 －4008有法

電１管１通１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－２７－２３〒802-0023

南　幸之助032752

TEL 0949-24-3465

（株）皆川工務店 20,000 －4004無法

土１建２大２と２解１
福岡県直方市大字上境２１１９－１〒822-0006

久保　靖032772

TEL 092-565-3826

（株）三浦組 10,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１解１
福岡県福岡市南区柏原１－１５－２２〒811-1353

中村　光次032778

TEL 092-431-3829

（株）ミカサ 30,000 －4001有法

管１し１機１園１水１清１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１６－１４〒812-0013

倉重　一男032789

TEL 093-741-1554

三好建設（株） 40,000 －4008有法

建１大１と１屋１タ１内１
福岡県北九州市若松区大字有毛２９５０〒808-0123

三好　博士032805

TEL 092-611-6411

（株）宮本土木 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市東区松島５－４－１２－１〒813-0062

宮本　一太郎032814
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TEL 092-511-5410

（株）ミヨシ装業 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区三宅２－７－３６〒811-1344

吉本　祐治032823

TEL 0948-57-1451

（有）瑞穂工務店 3,000 －4010有法

土１建１大１と１屋１電１板１内１
福岡県嘉麻市上４８９〒820-0311

大塚　哲哉032854

TEL 093-434-1586

（株）京都シントク 20,000 －4005無法

土２と２舗２塗２園２解２
福岡県京都郡苅田町神田町３－１７－２０〒800-0361

神川　宣彦032862

TEL 092-923-3467

（株）宮原土木建設 30,000 －4011有法

土２と２鋼２舗２し２園２水２
福岡県太宰府市大佐野３－１１－１８〒818-0134

宮原　清太032867

TEL 093-771-3868

三城産業（株） 40,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市若松区北浜１－４－１３〒808-0023

守口　博己032875

TEL 092-607-7205

宮成工業 －4001無個

土１
福岡県福岡市東区和白６－４－１９〒811-0202

宮成　隆一032877

TEL 093-681-2886

（有）都建設 13,000 －4008無法

土１建１と１塗１解１
福岡県北九州市八幡東区帆柱２－４－２５〒805-0056

都志見　喜代子032880

TEL 092-807-1219

三苫舗道（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市西区富士見１－９－１１〒819-0387

川島　和子032907

TEL 0944-73-9466

（有）宮本組 20,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１
福岡県柳川市弥四郎町６４－１〒832-0057

宮本　光一032936

TEL 093-372-0851

美和建設工業（株） 10,000 －4008無法

土１建１と１舗１塗１
福岡県北九州市門司区原町別院１２－７〒800-0037

高野　博文032943

TEL 0949-22-5687

宮崎板金 －4004無個

板１
福岡県直方市大字下境１０８７－３〒822-0007

宮崎　秀美032951

TEL 092-943-5200

美輪興業（株） 26,500 －4001無法

土２建２管１
福岡県古賀市中央２－２－１８〒811-3103

三輪　朋之032956

TEL 092-566-7310

（株）ミマステクノシステム 10,000 －4001無法

電１管１消１
福岡県福岡市南区花畑２－６－８〒811-1356

平田　大輔032957
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TEL 093-881-1465

（株）ミエ電機製作所 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市戸畑区沖台１－８－１８〒804-0064

佐平　隆032992

TEL 0942-53-3127

（株）牟田商会 20,000 －4007有法

土２管２水２
福岡県筑後市大字和泉１８５－３〒833-0041

牟田　利弘033025

TEL 093-521-6452

村重建設工業（株） 30,000 －4008有法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１内１機１水１解１
福岡県北九州市小倉北区上富野５－９－１〒802-0022

村重　修二033032

TEL 0944-62-3509

牟田口建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町下庄７６３〒835-0024

牟田口　五治033034

TEL 0942-52-2747

（株）むつみ工業 20,000 －4007無法

土２と２舗２水２解２
福岡県筑後市大字溝口１４０１〒833-0012

安永　薫033073

TEL 0947-44-2545

（株）村上建設 30,000 －4009有法

土１建１
福岡県田川市大字伊田４７４－６〒825-0002

村上　祐治033111

TEL 0942-21-7667

ムライケミカルパック（株） 293,000 －4002有法

土２建２と２鋼２塗２防２解２
福岡県久留米市藤山町６９６－５〒830-0053

村井　正隆033112

TEL 0946-22-3218

武藤建設（株） 20,000 －4006無法

土２と２舗２水２解２
福岡県朝倉市牛木５７９－１〒838-0067

高尾　憲幸033126

TEL 092-947-1936

村瀬建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町中央６－２８－１５〒811-2417

村瀬　敬男033130

TEL 0930-52-0193

（有）村上電業 3,000 －4005無法

電１機１
福岡県築上郡築上町大字築城８４２－１〒829-0102

村上　和子033143

TEL 092-591-6712

村田電工社 －4011無個

電１
福岡県春日市下白水北２－３７〒816-0854

村田　喜太雄033149

TEL 0930-56-2301

村越工業（株） 41,000 －4005有法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県築上郡築上町大字越路５５５〒829-0332

村越　正明033176

TEL 0942-47-1082

（株）向江組 27,000 －4002無法

土２と２舗２水２解２
福岡県久留米市善導寺町飯田１１３６－５〒839-0824

向江　英隆033192
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TEL 093-962-3049

（有）村井塗装工業 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉南区志井２－１７－１７〒802-0985

村井　浩之033218

TEL 0940-72-4110

宗像緑地建設（株） 20,000 －4008有法

土１建１園２
福岡県宗像市日の里２－１１－１〒811-3425

高栁　勲033282

TEL 0944-22-5253

村上工務所 －4003無個

土１と１解１
福岡県みやま市高田町江浦２５０－３〒839-0213

村上　博繁033283

TEL 0940-42-0220

宗像プロパン瓦斯（株） 10,000 －4008有法

管１
福岡県福津市中央６－１４－２０〒811-3217

梅本　博伸033288

TEL 093-245-0547

（株）村上工務店 21,000 －4008無法

土２管２水２消１
福岡県中間市大字垣生９９８〒809-0001

村上　昇市033292

TEL 0947-72-7668

村上電気 －4009無個

電１
福岡県田川郡川崎町大字田原１７７－３〒827-0004

村上　和信033293

TEL 0940-37-0435

宗像管工事（同） 3,300 －4008有法

土１管１水１
福岡県宗像市東郷１０８３－３〒811-3436

花田　孝信033313

TEL 093-472-6571

村上建設（株） 26,000 －4008無法

土１建２と１塗１
福岡県北九州市小倉南区田原４－１１－１０〒800-0225

村上　忠生033328

TEL 093-611-1901

（株）牟田塗装工業 10,000 －4008無法

と１塗１防１
福岡県北九州市八幡西区大平２－８－２７〒807-0083

牟田　一雄033339

TEL 0930-56-1752

村上工務店 －4005有個

建１
福岡県築上郡築上町大字極楽寺８５３〒829-0323

村上　文雄033364

TEL 0930-32-3232

村中土木 －4005無個

土１と１舗１塗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山大久保３８４０－２〒824-0801

村中　勝也033377

TEL 092-806-3406

迎工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区大字桑原１４６７〒819-0382

迎　吉輝033378

TEL 093-391-8461

（有）向井鉄工所 4,500 －4008有法

建１と１
福岡県北九州市門司区大里本町２－５－２６〒800-0063

向井　幸介033381
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TEL 0940-32-2134

（株）宗像造園土木 3,000 －4008無法

園１
福岡県宗像市城西ケ丘１－９－１０〒811-3404

岡田　裕子033386

TEL 0943-23-0746

広登建設 －4007無個

建１
福岡県八女市蒲原１５９３〒834-0064

室園　廣登033405

TEL 0930-24-7995

村上海事（株） 20,000 －4005無法

土２と２し２解２
福岡県京都郡苅田町大字二崎４５６－５〒800-0322

村上　玄幸033415

TEL 0944-74-0676

村山塗装工業 －4003有個

塗１
福岡県柳川市三橋町藤吉２２２－１３〒832-0824

村山　勇二033419

TEL 092-589-7107

（有）ムサシ工業 10,000 －4011無法

土１管１水１
福岡県大野城市緑ヶ丘２－７－２〒816-0961

藤木　雅大033426

TEL 0948-23-3766

村瀬建設 －4010有個

建１
福岡県飯塚市建花寺５７８〒820-0049

村瀬　　志033440

TEL 0940-33-6609

（株）宗像建設 10,000 －4008無法

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県宗像市自由ヶ丘７－１０－７〒811-4163

高木　愛子033459

TEL 0946-62-0697

村上組 －4006無個

土１と１管１
福岡県朝倉市杷木林田４１７－６〒838-1506

村上　勉033463

TEL 092-603-0106

朝日電業社 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区西戸崎４－３－１３〒811-0321

村田　賢一033471

TEL 093-651-2856

（有）ムラタ電業 5,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市小倉北区泉台１－１－１７〒803-0842

村田　誠司033472

TEL 092-932-1148

村山建設（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵２６８－１〒811-2114

村山　茂芳033473

TEL 0949-52-7366

（株）北部九州舗道 4,000 －4004無法

土１と１舗１解１
福岡県宮若市金丸７１０－１〒822-0111

岡　住夫033475

TEL 093-681-7491

（有）村上商事 5,000 －4008有法

具１
福岡県北九州市八幡東区桃園２－４－２６〒805-0068

村上　功033477
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TEL 0947-45-5822

（株）村坂工務店 20,000 －4009無法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県田川郡川崎町大字田原３３６－１３〒827-0004

丸山　大人033485

TEL 0948-22-6718

村上ホーム（株） 10,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市伊岐須７１０－１〒820-0053

村上　清敏033487

TEL 092-947-4590

（株）エクステリア篠栗 10,000 －4001無法

土１と１舗１園１
福岡県糟屋郡篠栗町中央２－４－１〒811-2417

村嶋　直樹033504

TEL 093-922-1409

村田技研（有） 3,000 －4008有法

具１
福岡県北九州市小倉北区足原２－３－３７〒802-0043

村田　大輔033506

TEL 092-323-4724

（株）村上工業 5,000 －4001無法

筋１
福岡県糸島市三坂３９７〒819-1146

村上　義行033508

TEL 093-695-7155

（有）村田建設工業 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大膳１－１６－３〒806-0021

福田　和彦033512

TEL 093-613-0883

（有）室井電気工業 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区太平３－６－１０〒807-0083

室井　猛033517

TEL 092-872-8036

（有）村山造園土木 3,000 －4001有法

土１と１石１園１
福岡県福岡市早良区重留４－１２－３９〒811-1101

村山　豊033519

TEL 092-566-1480

（株）武藤技建 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区老司２－１－１９〒811-1346

武藤　俊之033521

TEL 093-923-4831

（有）村田電気 9,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－１２－１７〒802-0814

村田　法保033528

TEL 0947-45-0774

ムラヨシ －4009無個

建１
福岡県田川市伊田４５２０－２〒825-0002

村　　信行033536

TEL 092-581-4378

（有）ムラウエ 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市博多区麦野６－１３－９〒812-0882

村上　哲也033544

TEL 093-617-1313

（有）村本建具製作所 3,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方１－１４－２３〒807-1141

村本　裕作033548
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TEL 092-551-0448

（株）ムタ 10,000 －4001有法

内１具１
福岡県福岡市城南区樋井川３－１９－８〒814-0153

牟田　和秀033552

TEL 0942-52-8336

村上商店 －4007無個

土１と１解１
福岡県筑後市大字水田１１７７－１〒833-0027

村上　勉033553

TEL 092-475-0007

村本商事（株） 50,000 －4001有法

左１と１石１タ１鋼１内１園１
福岡県福岡市博多区住吉４－３－２〒812-0018

中島　辰也033555

TEL 092-555-8268

（有）村尾建設 3,500 －4011有法

建１
福岡県那珂川市大字上梶原４３０－１〒811-1223

村尾　誠033560

TEL 0930-52-1666

洸設 －4005無個

土１と１管１舗１水１
福岡県築上郡築上町大字上別府７２－３〒829-0105

迎　幸夫033563

TEL 0942-37-6308

（株）村山工房 20,250 －4002無法

建１内１具１
福岡県久留米市日吉町１８－２１村山ビル〒830-0017

村山　顕033566

TEL 092-844-4447

マツマル住宅（株） 6,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区荒江１－３５－４〒814-0101

髙島　かおる033567

TEL 093-341-0796

不動建設工業 －4008無個

土１建１舗１
福岡県北九州市門司区白野江２－６－１４〒801-0802

村田　十三夫033569

TEL 0942-52-3395

村上ガーデン －4007無個

園１
福岡県筑後市大字津島５２３－４〒833-0015

村上　敏幸033570

TEL 093-561-6577

（株）明光設備工業 20,000 －4008無法

土１と１石１管２舗１し１水１消１
福岡県北九州市小倉北区中井３－８－１７〒803-0836

越智　政一034010

TEL 093-621-3434

（株）明菱 40,000 －4008有法

土１建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２水１解２
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石１－２〒806-0004

柴田　克平034016

TEL 093-631-3035

（株）明和 10,000 －4008有法

土１建１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－７－２０〒806-0047

阿部　隆文034017

TEL 092-801-2221

（株）メイデン 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市早良区賀茂２－４－３３〒814-0164

井上　和旗034034
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TEL 093-222-0077

（有）明和工務店 5,000 －4008無法

土１建１と１舗１塗１水１解１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１０７０－１〒807-0133

小野　昭子034041

TEL 092-562-2339

銘建産業（株） 30,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市南区塩原３－２４－１８〒815-0032

髙田　和彦034047

TEL 093-512-5731

（株）メイケン九州 10,000 －4008無法

土１建１と１鋼１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉北区上富野１－４－１〒802-0022

酒井　利昭034050

TEL 092-953-0391

（株）銘和建設 30,000 －4011有法

建２解２
福岡県那珂川市王塚台１－４９〒811-1221

佐野　忠博034074

TEL 092-935-1952

名陵建設（株） 30,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡志免町南里１－８－２７〒811-2207

末永　允彦034079

TEL 093-281-1221

明秀産業（株） 10,000 －4008無法

土１建１
福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉字熊原１２５６〒811-4205

林添　末次034085

TEL 092-922-3366

（株）明和テクニカル 30,000 －4011無法

土２と２井１
福岡県筑紫野市武蔵３－２－４３〒818-0052

松田　秀利034089

TEL 092-571-2643

明和プラント工業（株） 20,000 －4001無法

管１機１水１
福岡県福岡市南区井尻４－６－２１〒811-1302

中山　弘海034093

TEL 093-923-1664

明東電工（有） 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区若園１－１３－２〒802-0816

村山　博隆034097

TEL 092-473-4931

（株）メイキ 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３〒812-0013

千代田　厳雄034100

TEL 0940-62-3756

（有）明和 10,000 －4008無法

土１と１管１鋼１舗１水１解１
福岡県宗像市上八９８９〒811-3513

和田　明人034112

TEL 092-523-1513

（株）メタルテック 10,000 －4001有法

大１左１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区白金１－９－３〒810-0012

近藤　豊034118

TEL 092-980-7457

（有）明光電気商会 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区田村２－１０－５９〒814-0175

永井　佐智子034121
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TEL 092-948-0038

（有）メイク 3,000 －4001無法

内１具１
福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉１０３８－１〒811-2411

古川　初男034122

TEL 093-342-9727

（有）メープル 3,000 －4008無法

建１大１内１
福岡県北九州市門司区大字黒川６９１－７０〒801-0821

平田　哲二034124

TEL 0947-28-5080

（有）明治建設 40,000 －4009無法

土１と１水１
福岡県田川郡福智町赤池５２８－１〒822-1101

一木　峰正034125

TEL 0942-21-2858

（有）メイク 3,000 －4002無法

建１内１
福岡県久留米市南４－１４－１６〒830-0051

岩熊　剛034126

TEL 092-504-2421

元木建設（株） 60,000 －4001無法

土２と２水２
福岡県福岡市博多区月隈２－５－５〒812-0858

元木　彊035005

TEL 092-681-0643

（有）森弘設備工業所 4,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市東区松崎１－１７－２４〒813-0035

森　紹美035051

TEL 092-431-3617

（株）門電 27,364 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区堅粕５－２－８〒812-0043

奥田　竜一035059

TEL 092-611-2661

（株）百田工務店 53,248 －4001有法

建２
福岡県福岡市東区多の津１－４－５〒813-0034

百田　善太郎035073

TEL 092-591-5415

（株）森山工務店 10,000 －4011無法

建１
福岡県春日市上白水２－９０〒816-0844

森山　修035094

TEL 09447-3-4505

森田建設（株） 20,000 －4003無法

土２と２舗２し２水２
福岡県柳川市西蒲池３８４－１〒832-0005

森田　美由貴035109

TEL 093-561-9005

（有）森藤　筋工業 3,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市小倉北区清水４－２－３〒803-0841

森藤　博信035180

TEL 093-791-0194

（株）ＭＪＳ 10,000 －4008有法

土１建１
福岡県北九州市若松区今光１－１－８〒808-0071

片桐　三郎035228

TEL 09448-7-3025

（株）本村製作所 48,000 －4003無法

管１鋼１機１
福岡県大川市大字下白垣１５６－１〒831-0011

本村　幹035240
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TEL 092-541-6131

（株）森山工務店 20,000 －4001無法

建２と２ガ２塗２防２内２
福岡県福岡市南区清水３－２４－２４〒815-0031

森山　義雄035277

TEL 0942-65-0114

（株）森山 20,000 －4002有法

管１水１
福岡県久留米市三潴町清松４２－５〒830-0116

森山　泰吉035299

TEL 092-591-1406

森松工業 －4011無個

土１大１左１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１水１解１
福岡県春日市天神山６－２４〒816-0855

森松　政弘035305

TEL 093-481-2918

（株）門司造園 20,000 －4008無法

土２と２園２解２
福岡県北九州市門司区大字伊川５０４－９〒800-0101

野上　貴子035315

TEL 092-932-3460

百田建築 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡宇美町神武原４－７－１〒811-2129

百田　勝實035338

TEL 092-831-0188

（株）毛利建設 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市早良区小田部２－１８－１３〒814-0032

毛利　浩二035343

TEL 092-561-2523

（株）守田工務店 3,500 －4001無法

建１大１屋１内１
福岡県福岡市南区三宅３－１６－３９〒811-1344

守田　秀雄035354

TEL 093-434-0225

（株）本村電器商会 10,000 －4005有法

電１管１
福岡県京都郡苅田町神田町１－７－６〒800-0361

本村　哲也035364

TEL 0942-53-3441

師富電業（株） 10,000 －4007有法

電１
福岡県筑後市大字尾島２２１〒833-0014

師富　宣夫035370

TEL 0944-62-3545

森田舗道（有） 5,000 －4003無法

土１舗１水１
福岡県みやま市瀬高町上庄６０５－２〒835-0025

森田　孝博035380

TEL 092-811-2811

（株）森園芸場 10,000 －4001有法

土１と１石１舗１園１
福岡県福岡市西区大字吉武字ナガ石７６０－１〒819-0036

岩熊　直樹035407

TEL 0944-63-3801

（株）モロインテリア 20,000 －4003無法

建１内１
福岡県みやま市瀬高町松田３３〒835-0011

諸林　秀一035420

TEL 092-551-5131

（有）森電機商会 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区皿山１－１２－１２〒811-1365

森　休昭035430
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TEL 0948-24-6066

毛利土木（株） 10,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市潤野７１８－１〒820-0021

毛利　正人035455

TEL 092-947-0345

（株）元岡組 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県糟屋郡篠栗町中央４－２－２６〒811-2417

古賀　政和035459

TEL 0948-23-6846

（株）本松組 10,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市中３５５－１〒820-0065

本松　宏一035469

TEL 093-641-1701

（有）森本工業所 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区竹末２－１－６〒806-0045

森本　ひとみ035474

TEL 0947-32-2287

桃坂工業（有） 10,000 －4009無法

土１建１管１鋼１園１水１
福岡県田川郡香春町大字採銅所３２４２〒822-1401

桃坂　幸雄035475

TEL 0942-43-8698

森造園業 －4002無個

園１
福岡県久留米市高良内町３１０４－７〒839-0852

森　保幸035476

TEL 0942-72-3267

森田建設（株） 25,000 －4002有法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県小郡市三沢４５４－１〒838-0106

森田　恵一035483

TEL 0930-22-1284

（株）森若商会 50,000 －4005有法

土１と１舗１
福岡県京都郡苅田町大字与原２０４７－７〒800-0323

森若　光雄035497

TEL 0942-38-7030

本山電気工事 －4002無個

電１
福岡県久留米市宮ノ陣町八丁島１７－２〒839-0805

本山　治雄035502

TEL 0944-54-3816

（株）森商事 10,000 －4003有法

と１管１し１解１
福岡県大牟田市大字草木１２６３〒837-0917

森　史朗035514

TEL 092-863-1639

（株）森上舗道 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市早良区次郎丸４－１７－４６〒814-0165

森上　英二035525

TEL 093-371-4132

（有）毛利電気工事 5,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市門司区大里東４－８－２３〒800-0022

毛利　隆035535

TEL 093-341-1010

（有）本屋敷建設 25,000 －4008無法

土２建１と２石２管１舗２し２園１水２解２
福岡県北九州市門司区春日町１８－１７〒801-0823

本屋敷　政治035538
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TEL 09496-2-5399

モリ住宅建設産業 －4010無個

土１建１
福岡県飯塚市口原９２４－８〒820-1114

森　毅035541

TEL 0942-27-1115

（株）毛利土建 35,000 －4002無法

土２と２石２舗２水２
福岡県久留米市大善寺町夜明４１４〒830-0074

毛利　一成035543

TEL 0947-44-2814

（有）本永電気工事 5,000 －4009無法

電１
福岡県田川市大字川宮１３１８－１〒826-0042

本永　泰裕035551

TEL 092-504-2438

（株）元木組 45,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市博多区月隈２－５－５〒812-0858

松本　裕美035559

TEL 093-612-0719

森田建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区大平台８－３〒807-0084

森田　利亀035565

TEL 092-861-0893

（有）森川工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区長尾４－８－１０〒814-0123

森川　　次035580

TEL 0930-23-3562

（株）森若工務店 30,000 －4005有法

土２と２管１舗２し２園１水２解２
福岡県京都郡苅田町大字与原１８１４－５〒800-0323

森若　國廣035624

TEL 093-941-7579

森永工業（有） 5,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１３－２〒802-0072

森永　照正035625

TEL 0948-92-2055

森田電機（有） 3,000 －4010無法

土１電１
福岡県飯塚市佐与２９６－１〒820-1113

谷口　秀樹035629

TEL 092-946-2710

（株）盛川リアルテック 30,000 －4001無法

土２と２
福岡県古賀市薦野１３９２－１〒811-3122

盛川　智德035635

TEL 0944-88-8421

持永工務店 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字岬６３３－２〒836-0002

持永　勝035647

TEL 093-651-3363

泉台建設 －4008有個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区泉台３－１４－６〒803-0842

森本　健035672

TEL 092-325-0067

（有）森田電気工事 3,000 －4001有法

電１
福岡県糸島市二丈深江８１３〒819-1601

森田　敏充035673
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TEL 092-503-0838

森盛緑地建設（株） 10,000 －4001無法

土１と１園１解１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２９－６０〒812-0863

森　秀昭035685

TEL 093-481-1110

門司舗材工業（株） 40,000 －4008有法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市門司区大字畑２３４１－１〒800-0112

稲留　純一035688

TEL 092-691-6102

森工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区青葉６－４２－８〒813-0025

森　進一035711

TEL 092-581-9439

（株）森川建設産業 25,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市南区的場２－５－１８〒811-1314

森　秀己035717

TEL 092-611-2900

毛利内装（株） 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区原田３－２－２３〒812-0063

毛利　和廣035719

TEL 0948-25-6161

本松通信工業（有） 3,000 －4010無法

電１通１
福岡県飯塚市伊川１００－１〒820-0054

本松　強三035721

TEL 092-323-8866

（有）森田商会 20,000 －4001無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県糸島市末永４２３－５〒819-1572

森田　春雄035722

TEL 093-741-0230

（有）森岡組 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市若松区大字蜑住１９０５〒808-0122

森岡　廣幸035724

TEL 093-471-0188

（有）森建設 25,500 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区朽網東６－３２－２１〒800-0232

森　幸治035740

TEL 0947-82-0174

（株）森下組 40,000 －4009無法

土２建１と２管１水２解２
福岡県田川郡添田町大字添田２５３２－３０〒824-0602

森下　順二035747

TEL 092-806-2018

（有）望月住設 3,000 －4001無法

土１電１管１水１
福岡県福岡市西区今津７３７－２〒819-0165

望月　達文035750

TEL 093-651-7053

装建工業 －4008無個

防１
福岡県北九州市八幡東区清田２－８－２８〒805-0034

森　俊郎035756

TEL 0944-55-5245

（有）森田塗装工業 5,000 －4003無法

塗１防１
福岡県大牟田市大字手鎌３０６－５〒836-0004

森田　浩035770
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TEL 092-643-6606

（株）モト建創工 10,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市東区東浜１－１９３－６〒812-0055

羅本　承民035779

TEL 093-245-5525

森組（有） 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県中間市長津２－１４－１１〒809-0036

森　弘035780

TEL 093-964-1815

森山建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区守恒４－２０－１４〒802-0972

森山　善美035782

TEL 092-932-0158

デンキのモトムラ －4001有個

管１
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央３－１－３〒811-2128

本村　智035788

TEL 092-806-4848

（株）持田管工 20,000 －4001無法

土２管１舗２水２
福岡県福岡市西区富士見３－２３－１１〒819-0387

持田　廣和035789

TEL 092-574-0998

（有）森建装 10,000 －4011無法

鋼１板１
福岡県大野城市仲畑２－８－３２〒816-0921

森　哲也035805

TEL 0930-22-4154

（株）森工業 35,000 －4005無法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県京都郡苅田町新津３－８－５〒800-0344

森　巧035811

TEL 0942-22-7800

ブレックス（株） 10,000 －4002有法

タ１舗１
福岡県久留米市荒木町藤田１４２３－２７〒830-0064

森　和博035812

TEL 0948-23-0634

守田工務店 －4010無個

建１
福岡県飯塚市建花寺２２－１〒820-0048

守田　諭035813

TEL 0944-74-0545

（有）森田技建 3,000 －4003無法

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県柳川市三橋町中山８２５－５〒832-0811

森田　和子035815

TEL 093-331-3119

森岡電気（株） 10,000 －4008有法

電１消１
福岡県北九州市門司区丸山２－１０－２８〒801-0831

森岡　孝生035821

TEL 093-661-6411

（有）森塗装店 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区枝光４－１７－１４〒805-0002

平江　隆幸035825

TEL 0942-27-0193

明光電気工事（有） 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市荒木町白口６３９－１４〒830-0062

高野　善行035830
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TEL 0946-42-0237

森増住建 －4006無個

建１
福岡県朝倉郡筑前町東小田３４２１－７〒838-0214

森　増市035836

TEL 093-381-2773

森永塗装（有） 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市門司区青葉台１１－１８〒800-0045

森永　常敏035839

TEL 092-804-4889

森建設（株） 10,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市早良区内野６－７－１９〒811-1123

森　利雄035841

TEL 093-472-0178

（有）明成堂 7,500 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区中曽根１－８－５４〒800-0222

原　幸司035844

TEL 093-681-6347

森木建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡東区大宮町１１－１０〒805-0003

森木　康裕035848

TEL 093-962-4211

（株）守恒造園建設 30,000 －4008有法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県北九州市小倉南区志井鷹羽台４－３〒802-0986

大野　髙志035851

TEL 0940-33-6470

（株）森田設備開発 30,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県宗像市徳重１６３－１〒811-4164

森田　絵里035853

TEL 0944-52-4320

森藤建設 －4003無個

建１大１
福岡県大牟田市末広町８４－５〒836-0874

森藤　　彦035855

TEL 0979-88-2143

本末工務店 －4005無個

建１
福岡県豊前市大字下河内１９９８－５〒828-0074

本末　輝敏035856

TEL 093-693-5880

（株）モステック 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区則松７－２０－１２〒807-0831

福永　敏英035859

TEL 093-921-4165

（有）森永組 10,000 －4008有法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１７－１－１０１〒802-0072

森永　正時035861

TEL 0946-52-0305

師岡建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市大庭４００３〒838-1316

師岡　政秋035868

TEL 092-661-1234

（株）森田硝子 10,000 －4001無法

ガ１
福岡県福岡市東区香椎３－２０－３３〒813-0011

森田　登代子035873
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TEL 093-881-6293

（有）元村建設 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市戸畑区土取町７－８〒804-0014

元村　春雄035880

TEL 092-932-1976

（有）丸忠 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県糟屋郡宇美町神武原２－１０－２２〒811-2129

百田　拓美035884

TEL 093-621-7121

（有）もりもと塗装店 3,000 －4008無法

土１と１塗１防１解１
福岡県北九州市八幡西区穴生２－３－２２〒806-0049

森本　宏之035886

TEL 092-843-0773

（有）毛利設備工業 3,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市早良区小田部２－１２－２４〒814-0032

毛利　髙行035887

TEL 093-451-5900

森山工務店 －4008有個

建１
福岡県北九州市小倉南区平尾台１－６－１８〒803-0186

森山　博美035892

TEL 093-481-1897

（有）門司緑地土木 3,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市門司区大字伊川５０４－１〒800-0101

野上　雅史035894

TEL 0944-63-2264

（株）森田電工 10,000 －4003無法

電１消１
福岡県みやま市瀬高町小川２０７〒835-0023

森田　直紀035912

TEL 0943-23-4538

持丸建設工業（株） 20,000 －4007無法

土１建１と１石１舗１し１
福岡県八女市立花町北山４５５－１〒834-0085

持丸　小百合035917

TEL 093-611-0001

（株）モト建 10,000 －4008有法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区町上津役東２－２５－１３〒807-0073

山口　小夜子035926

TEL 092-933-6890

（有）森広設備工業 3,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵２３３－７〒811-2113

森田　広信035928

TEL 0948-22-4709

（有）森建設 5,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市幸袋３８３－１〒820-0066

森　宏市035945

TEL 092-811-7265

（有）森山工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区四箇１－１５－２８〒811-1103

森山　新太郎035955

TEL 0944-72-4164

森正建設 －4003無個

土１と１舗１
福岡県柳川市西魚屋町４５－２〒832-0015

森田　正人035957
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TEL 093-617-9661

（株）森田建設 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南２－１１－７〒807-1143

森田　健一035958

TEL 093-201-6331

（株）門司洋瓦 40,000 －4008無法

屋１
福岡県遠賀郡水巻町下二東２－３－７〒807-0053

門司　憲和035967

TEL 0943-75-5062

山﨑建設（株） 50,000 －4002無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２解２
福岡県うきは市吉井町８４５－１〒839-0862

工藤　雄二036004

TEL 093-621-1248

（有）八幡建具製作所 3,000 －4008無法

内１具１
福岡県北九州市八幡西区紅梅１－６－３〒806-0011

中川　良市036023

TEL 0930-22-7683

（株）ナガイ 40,000 －4005無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県行橋市大字中津熊３１９－１〒824-0063

安永　眞智子036036

TEL 093-962-0010

山十（株） 10,000 －4008有法

大１石１屋１タ１鋼１ガ１内１具１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－５－２５〒802-0821

吉田　裕彦036038

TEL 092-891-4810

（株）山勝 25,000 －4001無法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市西区福重１－１８－３〒819-0022

山下　哲児036050

TEL 093-952-8853

山喜建設（株） 10,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区熊本３－１－１２〒802-0044

山田　泰男036063

TEL 092-831-5511

（株）安井組 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市城南区別府７－１２－２６〒814-0104

安井　廣志036080

TEL 093-621-7496

安仲工業（株） 10,000 －4008有法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町６－３〒806-0041

安仲　俊範036094

TEL 093-871-3421

大和電気（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区沖台２－８－１１〒804-0064

上野　隆一036115

TEL 093-661-1148

八幡板金工業（株） 15,000 －4008有法

屋１板１
福岡県北九州市八幡東区大字前田１３２０－１６〒805-0058

平岡　誠036119

TEL 093-931-1803

山内土建工業（株） 12,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園２－２－１４〒802-0814

山内　清一036127
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TEL 092-554-5930

山本設備工業（株） 50,000 －4001無法

管２水２消１
福岡県福岡市南区清水３－５－２７〒815-0031

山本　慎一036129

TEL 093-601-1531

（株）山本組 50,000 －4008有法

土２と１石１舗１し１水１解２
福岡県北九州市八幡西区本城東３－１－２３〒807-0815

山本　茂036143

TEL 093-621-2131

（株）安井組 20,000 －4008無法

土２建２と２舗１水１解２
福岡県北九州市八幡西区田町２－７－１〒806-0003

安井　哲雄036144

TEL 09432-3-0021

山口工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市宮野３１４－１〒834-0032

山口　博明036150

TEL 093-791-0891

（株）山本建設 50,000 －4008無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市若松区南二島２－１７－１〒808-0109

山本　啓之036160

TEL 093-631-7111

（株）安永組 30,000 －4008有法

土１建２
福岡県北九州市八幡西区藤田１－１０－３３〒806-0022

安永　源五036164

TEL 092-531-1231

八千代建設（株） 88,000 －4001有法

土１建２
福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－１２〒810-0004

村岡　明夫036170

TEL 09434-2-1423

八女舗道（株） 10,000 －4007無法

土１舗１
福岡県八女市黒木町湯辺田６２６－１〒834-1215

原口　圭介036178

TEL 0943-37-0171

山口工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町谷川１１０４－１〒834-0074

山口　幸雄036197

TEL 093-621-6878

山下電設（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区熊西１－８－１５〒806-0031

山下　隆文036202

TEL 0979-83-2828

ヤスタケ産業（株） 13,000 －4005無法

土１と１舗１園１水１解１
福岡県豊前市大字塔田７３８〒828-0052

安武　仁036207

TEL 093-541-1591

（株）山田組 20,000 －4008無法

建２
福岡県北九州市小倉北区上富野４－１６－３５〒802-0022

山田　寿紀036229

TEL 0944-54-1408

（株）安田建設 10,000 －4003無法

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１水１
福岡県大牟田市浜田町２３－４３〒836-0026

安田　清己036230
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TEL 0943-52-3244

（株）山口組 10,000 －4007無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県八女市星野村１３７５２－８〒834-0201

山口　友徳036231

TEL 092-271-2706

（株）山田工務店 40,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市博多区対馬小路１０－２２〒812-0020

山田　英司036234

TEL 092-611-7756

山口建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区原田２－２６－１９〒812-0063

山口　幸雄036238

TEL 092-534-8585

（株）矢野工業 20,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市南区大楠２－１２－２４〒815-0082

矢野　雅典036256

TEL 092-935-3371

（有）山田冷熱工業 6,500 －4001無法

管１絶１
福岡県糟屋郡志免町南里２－１－１２〒811-2207

山田　正信036280

TEL 0979-82-7200

（有）矢鳴組 3,000 －4005無法

土１と１舗１解１
福岡県豊前市大字梶屋１７１－７〒828-0041

新開　英司036309

TEL 0943-77-5276

鑓水建設（株） 28,000 －4002無法

建２防１
福岡県うきは市浮羽町流川７７－２〒839-1411

鑓水　岳年036313

TEL 0944-72-3119

（有）山田組 10,000 －4003無法

土１し１水１
福岡県柳川市下宮永町６８７〒832-0059

山田　恭史036316

TEL 093-661-2560

八幡緑化建設（株） 20,000 －4008有法

土１と１園１
福岡県北九州市八幡東区山王３－２０－８〒805-0017

津田　浩徳036349

TEL 0942-53-3329

安永セメント工業（有） 3,000 －4007有法

土１
福岡県筑後市大字溝口９２０－１〒833-0012

安永　英子036365

TEL 093-391-8251

（有）飯田塗装店 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市門司区小森江３－５－１〒800-0007

飯田　昭三036370

TEL 093-621-3565

安永建設工業（株） 8,000 －4008無法

土１建１と１屋１鋼１塗１内１水１
福岡県北九州市八幡西区引野１－８－８〒806-0067

安永　節子036402

TEL 092-591-4491

山口工務店 －4011無個

建１
福岡県大野城市山田２－１７－２８〒816-0922

山口　松男036406
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TEL 092-851-8509

（株）山田亘工務店 20,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市城南区七隈１－５－５〒814-0133

山田　修三036413

TEL 0943-32-1148

八女カイセー（株） 60,000 －4007無法

土１建２管１鋼２
福岡県八女郡広川町大字太田１０２４〒834-0114

後藤　勇二036415

TEL 092-844-4011

矢西建設（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市早良区原１－４１－３〒814-0022

新開　勝036429

TEL 092-611-2491

安川建設（株） 30,000 －4001無法

建２解２
福岡県福岡市東区筥松新町１－１３〒812-0067

安川　真人036449

TEL 092-541-0868

（有）山口建材店 10,000 －4001有法

左１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区野間４－１６－１〒815-0041

山口　勝036451

TEL 093-612-1616

（株）安岡工務店 20,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区三ケ森２－７－１８〒807-0843

安岡　孝036490

TEL 093-631-1166

安井工業（株） 10,000 －4008無法

土１建１と１
福岡県北九州市八幡西区田町２－１－３１〒806-0003

安井　良裕036493

TEL 093-451-6464

（株）山実工業 10,000 －4008無法

土１管１水１消１
福岡県北九州市小倉南区大字高津尾５７９－１〒803-0268

後藤　博之036550

TEL 0944-54-3535

（株）山口建材店 10,000 －4003有法

土１建１大１左１石１屋１管１タ１内１水１
福岡県大牟田市中白川町１－５６〒837-0927

山口　稔智036551

TEL 0948-22-7794

ヤマト消防設備工業（有） 6,000 －4010有法

消１
福岡県飯塚市相田１８８－７〒820-0052

樋守　英介036643

TEL 093-562-2800

（株）山本建工 20,000 －4008有法

土２建２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉北区東港２－１－１２〒803-0802

山本　裕一036676

TEL 0943-24-5767

（株）山口電設 10,000 －4007無法

電１
福岡県八女市宮野２１７－１〒834-0032

山口　幸子036683

TEL 0948-65-3293

山辺組 －4010無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字内山田８４１－１〒820-0601

山邉　勉036740
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TEL 093-642-5111

山﨑建材（株） 30,000 －4008有法

建１左１と１石１屋１タ１
福岡県北九州市八幡西区八千代町１１－１１〒806-0023

山﨑　星児036748

TEL 092-836-7225

（株）山新建材工業 10,000 －4001無法

大１左１と１タ１鋼１筋１
福岡県福岡市西区女原北１１－２０〒819-0377

吉岡　一朗036777

TEL 092-807-8800

（株）山義建設 30,000 －4001無法

土２と２水２解２
福岡県福岡市西区今宿上ノ原４７１－１〒819-0163

山口　義文036808

TEL 093-941-2213

山口基礎工業（株） 20,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－１６－２２〒802-0804

山口　浩史036833

TEL 092-629-8817

（株）ヤマモト 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区吉塚７－７－１４〒812-0041

山本　順ー036842

TEL 093-671-7279

（有）山下工務店 3,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市八幡東区東丸山町２－３１〒805-0051

山下　光一036866

TEL 093-521-6712

山崎建設工業（株） 35,650 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市小倉北区寿山町４－１９〒802-0025

山崎　誠二036885

TEL 092-581-3470

（株）矢野建設 21,000 －4011有法

建１
福岡県大野城市筒井４－１６－２〒816-0931

矢野　和則036891

TEL 092-942-3368

（株）矢野産業 40,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県古賀市久保１３４１－４５〒811-3115

金子　真紀子036928

TEL 092-924-1180

（株）矢ヶ部開発 24,000 －4011有法

土２と２解１
福岡県筑紫野市大字吉木２５０８－１〒818-0004

矢ケ部　信一036944

TEL 092-566-3835

（有）山田設備 8,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区桧原７－４８－２８〒811-1355

内山　登036954

TEL 092-681-2143

（株）アップルホーム 30,000 －4001有法

建２大２と２塗２防２内２
福岡県福岡市東区香椎駅東３－２４－４〒813-0012

山田　光男036969

TEL 0943-23-3625

山ノ内建築工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市山内８４２－４〒834-0012

山ノ内　武則036975



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

185頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-581-7911

山近工業（株） 20,000 －4011無法

土２と２石２舗２水２
福岡県春日市天神山３－１１９〒816-0855

山近　ウメ子037000

TEL 092-641-6631

（株）祐愛工業 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区千代４－１０－１５〒812-0044

杉山　與志太037002

TEL 092-651-1036

福岡道路（株） 30,000 －4001無法

土２と２舗２塗２園２水２解２
福岡県福岡市東区馬出１－１－１９〒812-0054

洞　孝道037018

TEL 0948-22-2872

（株）雄電社 30,000 －4010無法

電２
福岡県飯塚市忠隈５１４〒820-0071

井畑　忠037030

TEL 092-926-1615

（株）ユクタケ 20,000 －4011無法

土２と２電１鋼２舗２通１水２
福岡県筑紫野市大字天山６０７－７〒818-0012

行武　琢雄037041

TEL 092-934-3301

柿木建設（株） 10,000 －4001無法

土１建１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳２－１－８〒811-2127

柿木　英二037062

TEL 093-434-3681

豊工業（有） 16,500 －4005有法

鋼１機１
福岡県京都郡苅田町長浜町２４〒800-0311

中原　弘海037064

TEL 092-801-2100

（株）ユウキコーポレーション 40,000 －4001有法

土２と２舗２塗２
福岡県福岡市早良区田村６－２－４〒814-0175

結城　一成037074

TEL 092-573-2347

（株）雄邦電設工業 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区井尻４－３９－１８〒811-1302

堺　英明037090

TEL 093-922-5444

（有）ユニケン 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区下城野２－６－３０〒802-0804

三町　寛037101

TEL 092-408-9525

（株）豊工事 25,000 －4001無法

と１屋１塗１防１内１
福岡県福岡市南区老司２－１５－２〒811-1346

千住　晋博037104

TEL 0949-42-4676

（有）有泉管工 20,000 －4004無法

土２と２管２舗２水２消１解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３２１８〒807-1312

楠田　和延037117

TEL 0930-24-6488

（株）行橋玄洋社 10,000 －4005有法

土１管１し１水１清１
福岡県行橋市大字長木１２７３〒824-0058

原　俊行037123
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TEL 0930-24-4552

（有）行橋工務店 3,000 －4005無法

土１石１管１舗１し１防１園１水１
福岡県行橋市西泉７－６－６〒824-0038

西本　二夫037129

TEL 093-482-2172

（株）友建 60,000 －4008無法

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉北区香春口１－６－１５－３Ｆ〒802-0084

永野　静香037139

TEL 0947-26-3235

（有）幸組 3,000 －4009無法

土１建１管１園１水１
福岡県田川郡糸田町１８５９－２９〒822-1303

植髙　泰子037140

TEL 0942-43-6994

弓削建設 －4002無個

土１と１舗１水１
福岡県久留米市山川追分２－６－４６〒839-0814

弓削　龍彦037144

TEL 092-811-2911

（株）ユノキ設備 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市早良区四箇１－８－４８〒811-1103

小金丸　剛037146

TEL 0946-42-2738

行武緑地（株） 10,000 －4006有法

園１
福岡県朝倉郡筑前町東小田１９０６－１〒838-0214

行武　昭広037163

TEL 092-414-4821

（有）ユズリハ商会 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区東那珂２－１７－２３〒812-0892

杠　英輔037170

TEL 0946-42-2720

行武庭園 －4006無個

園１
福岡県朝倉郡筑前町下高場２１１６〒838-0211

行武　孝之037181

TEL 0944-88-8945

（有）雪野緑香園 3,000 －4003無法

土１園１
福岡県大牟田市上白川町２－２３２－２〒837-0926

雪野　浩太郎037183

TEL 093-631-2486

（有）友興 20,000 －4008無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県北九州市八幡西区竹末２－６－８〒806-0045

佐藤　守037184

TEL 092-566-1808

祐榮建設（有） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区鶴田４－１６－７〒811-1352

宮　　勉037185

TEL 0979-82-5004

夕田組 －4005無個

土１舗１
福岡県豊前市大字挾間２８４〒828-0073

夕田　和正037187

TEL 093-475-6013

（有）友和工務店 8,100 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区葛原本町３－２９－５〒800-0253

宮川　唯史037188
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TEL 0944-72-4860

（株）豊建設 10,000 －4003無法

土１建１と１解１
福岡県柳川市上宮永町２５５－４〒832-0058

山田　耕司037193

TEL 093-472-8627

（有）ユニオン設備工業 5,000 －4008無法

土１と１石１管１舗１し１水１消１
福岡県北九州市小倉南区大字貫１８５０－５〒800-0245

竹田　英雄037196

TEL 092-865-0375

（有）優建設 5,000 －4001無法

土１建１
福岡県福岡市城南区友丘２－２－１６〒814-0112

野田　龍介037198

TEL 0948-57-1136

　建設 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市桑野４２４１〒820-0313

　　準一037200

TEL 0942-45-3033

（株）ユニイチ 10,000 －4002無法

土１管１水１消１
福岡県久留米市東合川４－９－２５〒839-0809

松尾　一広037202

TEL 0942-39-2951

（株）ユー企画 20,000 －4002有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県久留米市京町２２３－１〒830-0028

濱岡　一博037209

TEL 092-566-5196

（有）ユウキ建設 3,000 －4001無法

建１大１左１屋１塗１防１内１具１
福岡県福岡市城南区東油山６－５－２０〒814-0155

結城　八一郎037210

TEL 0944-72-4593

（株）豊解体工業 10,000 －4003無法

土１と１解１
福岡県柳川市佃町１３１２－６〒832-0051

山上　知子037216

TEL 092-811-6477

（株）友泉ボーリング 3,000 －4001無法

井１
福岡県福岡市西区大字羽根戸５８－１〒819-0038

近藤　敏信037217

TEL 0944-53-4322

（有）ユウキ塗装 3,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大字久福木２９７－３〒837-0915

松尾　英明037224

TEL 092-558-5326

（株）ユニファイ 10,000 －4011無法

建１大１屋１電１管１タ１塗１防１内１
福岡県大野城市御笠川２－４－１６〒816-0912

吉田　勇037228

TEL 093-372-0937

（有）ユウアイ電通 3,000 －4008有法

電１消１
福岡県北九州市門司区緑ヶ丘１０－６〒800-0043

山鹿　和雄037229

TEL 092-926-1999

（株）雄組 30,000 －4011無法

土２と２管２解２
福岡県筑紫野市岡田３－２－６〒818-0013

冨吉　孝次037230
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TEL 0943-22-3705

豊建設（有） 25,000 －4007無法

土２建１と２舗２園１水２解２
福岡県八女市亀甲１６０－３〒834-0065

安達　元一037236

TEL 092-471-7256

（有）湯谷組 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１４－３〒812-0016

湯谷　和彦037241

TEL 093-481-2769

（有）友栄建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区吉志５－１６－１〒800-0114

曽根　弘之037247

TEL 092-939-2298

（株）アイテック 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋５７９－５〒811-2308

立石　昌行037248

TEL 093-541-6931

（株）ユキテック 50,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸６－７〒802-0031

深見　琢037254

TEL 093-965-8805

（有）ユウワ 3,000 －4008無法

土１と１塗１
福岡県北九州市小倉南区舞ヶ丘２－２６－２３〒802-0823

徳　惠美037256

TEL 092-323-4545

（株）ユーケン 10,000 －4001有法

土１と１管１水１
福岡県糸島市蔵持８４０－１〒819-1141

友池　和明037257

TEL 0930-24-3303

（有）優和建設 20,000 －4005無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県京都郡苅田町大字稲光１２１２－１〒800-0337

松蔭　悟日梅037259

TEL 092-963-4827

（株）ユキテク 20,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口５０９－５〒811-0102

成田　幸広037271

TEL 092-937-0300

（株）ユキ産業 10,000 －4001有法

建１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１機１具１
福岡県糟屋郡志免町王子１－２３－５〒811-2209

由岐　修二037272

TEL 092-926-3337

（有）ユタカ金属工業 3,000 －4011無法

屋１板１
福岡県筑紫野市美しが丘南４－１４－１４〒818-0034

豊島　俊一037275

TEL 093-282-0756

（株）友和建設 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１園１水１解１
福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉１０１５－１〒811-4205

藤田　和弘037278

TEL 092-791-7100

（有）吉原電機工業所 8,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区笹丘２－１８－３５〒810-0034

吉原　治利038008
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TEL 0947-73-2660

（有）横地組 20,000 －4009無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県田川郡川崎町大字安眞木２５７５〒827-0001

横地　太司038015

TEL 092-751-4161

（株）吉川工務店 30,000 －4001有法

建２電１
福岡県福岡市中央区大手門３－８－２２〒810-0074

進　研一038060

TEL 093-531-6812

（株）共伸建設 36,000 －4008無法

土２と１舗１水２
福岡県北九州市小倉北区砂津２－１－３５〒802-0014

今村　信吾038066

TEL 092-932-2385

吉松建設（株） 25,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵８１２－１〒811-2113

吉松　修038074

TEL 092-934-6888

（株）メガテックス 16,350 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美３３５１－１１〒811-2101

井上　大次郎038173

TEL 093-521-2979

（株）吉元工務店 20,000 －4008無法

土１建２と１
福岡県北九州市小倉北区明和町１１－３〒802-0017

吉元　徳隆038184

TEL 092-937-3361

吉木保温（有） 3,000 －4001有法

絶１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１６８－１〒811-2112

上野　清治038199

TEL 092-871-5362

横田電気工事（株） 20,000 －4001無法

電２通１
福岡県福岡市城南区七隈７－２４－３２〒814-0133

横田　勝巳038320

TEL 0930-22-1612

（株）米田水道 10,000 －4005無法

土１管１水１
福岡県行橋市行事４－４－３６〒824-0001

米田　桂太038363

TEL 0949-26-5598

　田塗装興業（株） 10,000 －4004無法

塗１
福岡県直方市大字頓野１８０３－３〒822-0002

吉田　峰治038369

TEL 092-621-6639

（株）米建 10,000 －4001無法

屋１鋼１内１
福岡県福岡市博多区吉塚５－１３－３５〒812-0041

米倉　和也038386

TEL 092-811-8434

吉富建装 －4001有個

建１内１
福岡県福岡市西区戸切２－１０－５〒819-0032

吉冨　清登038402

TEL 0948-52-0108

（株）吉国組 29,940 －4010無法

土２建１と２舗２水２
福岡県嘉麻市上山田１５３７〒821-0012

吉國　信038408
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TEL 092-566-5460

（株）吉住工業 12,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市南区花畑２－３－５〒811-1356

吉住　孝038424

TEL 093-871-9567

吉村建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区千防３－１９－９〒804-0081

吉村　建二038462

TEL 092-501-0188

（株）吉竹設備工業 20,000 －4011有法

土２管２舗２水２
福岡県春日市春日原東町３－２８〒816-0801

吉竹　清幸038486

TEL 093-591-8616

　原工業（有） 3,000 －4008無法

土１と１管１鋼１水１
福岡県北九州市小倉北区高峰町１６－２０－２０１〒803-0826

吉原　哲也038498

TEL 093-471-7796

義髙建設工業（株） 30,000 －4008無法

土１と１石１管２舗１し１水１消１
福岡県北九州市小倉南区沼南町１－１６－３１〒800-0205

縄田　清髙038499

TEL 0944-72-1526

吉田建具製作所 －4003無個

具１
福岡県柳川市間１２０３〒832-0088

吉田　正徳038503

TEL 092-804-1339

吉村電気工事店 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区内野５－１６－５〒811-1123

吉村　正隆038557

TEL 093-882-0460

（有）吉本工務店 20,000 －4008有法

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県北九州市戸畑区新池３－２－４〒804-0082

吉本　幸弘038588

TEL 092-327-0105

（株）米本組 22,000 －4001無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２
福岡県糸島市志摩稲留２４４－１〒819-1313

米本　竜哉038589

TEL 0944-63-2400

吉田電気工事（株） 20,000 －4003無法

電２
福岡県みやま市瀬高町下庄１４０２〒835-0024

小島　三四男038595

TEL 0947-45-8738

（有）　野電設 3,000 －4009無法

電１
福岡県田川市大字弓削田３５４１－６〒826-0041

　野　彰一038615

TEL 0940-43-2812

吉水塗装店 －4008無個

塗１
福岡県福津市中央１－１６－１〒811-3217

吉水　昇038618

TEL 09446-3-5102

葭原建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町下庄１７８２－２〒835-0024

葭原　幸政038642
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TEL 092-811-2220

吉岡工業（株） 30,000 －4001無法

土２と２舗２し２水２
福岡県福岡市西区戸切３－１－７〒819-0032

吉岡　宏史038651

TEL 092-603-0695

吉原興業 －4001無個

土１
福岡県福岡市東区西戸崎６－６－１７〒811-0321

吉原　有義038663

TEL 092-611-5257

（株）モリオカ 10,000 －4001無法

土１建１と１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区吉塚１－３８－１〒891-0041

森岡　清司038669

TEL 092-725-2002

（株）みぞえ住宅リフォームセンター 3,000 －4001無法

建１大１と１石１屋１タ１塗１防１内１具１解１
福岡県福岡市中央区舞鶴３－８－１０〒810-0073

瀬戸　健038670

TEL 092-504-0904

吉永建設 －4011無個

土１左１と１
福岡県大野城市大城２－１８－２〒816-0911

吉永　直衛038678

TEL 093-391-7010

横山工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区泉ヶ丘１－２１〒800-0041

横山　美郎038679

TEL 0947-32-2669

（有）由川熔接工業所 3,000 －4009有法

鋼１機１
福岡県田川郡香春町大字香春９１１－１〒822-1406

川野　時弘038686

TEL 093-645-2000

（株）デンヒチ 90,000 －4008有法

建１大１屋１管１タ１防１内１具１
福岡県北九州市八幡西区築地町１９－１５〒806-0001

吉田　信一郎038690

TEL 093-652-1650

（有）横溝工務店 10,000 －4008有法

土１建１大１と１屋１タ１舗１塗１内１解１
福岡県北九州市八幡東区山路松尾町２－２５〒805-0033

横溝　洋一郎038693

TEL 093-751-4230

仲村工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区大谷町１６－１２〒808-0051

吉川　孫一038715

TEL 0947-45-6256

　原組 －4009無個

土１
福岡県田川市伊加利１０６７－４〒825-0001

　　　正重038731

TEL 0943-47-2032

（株）吉開組 20,000 －4007無法

土２と２舗２園１水２解２
福岡県八女市矢部村北矢部１０３８８－３〒834-1401

吉開　正和038733

TEL 092-541-7169

（株）ワイエス 15,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市城南区長尾３ー１８ー１〒814-0123

米村　修一038753
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TEL 093-282-5988

吉田建設 －4008有個

土１建１鋼１
福岡県遠賀郡岡垣町手野５０５〒811-4204

吉田　孝行038759

TEL 093-922-5837

吉田装美（有） 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町３－１７－３３〒800-0256

吉田　秀隆038765

TEL 093-381-8948

（有）吉松電気工事 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区下馬寄１３－９〒800-0051

吉松　秀明038771

TEL 092-322-3763

吉岡製作所 －4001無個

鋼１
福岡県糸島市高田１－１６－２６〒819-1102

吉岡　愛一郎038775

TEL 092-621-1144

吉村アクティブ産業（株） 30,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区吉塚７丁目１－４９〒812-0041

吉村　和弘038780

TEL 092-871-1641

（株）横溝豊樹園 30,000 －4001無法

園２
福岡県福岡市城南区長尾５－４－２３〒814-0123

横溝　和規038800

TEL 0940-62-1113

（有）吉武造園 3,000 －4008無法

園１
福岡県宗像市上八１４１９〒811-3513

吉武　生蔵038805

TEL 0946-42-5218

矢野土木 －4006無個

土１と１
福岡県朝倉郡筑前町松延６４３－２〒838-0224

吉田　慶二038836

TEL 09202-2-2160

吉村建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市蔵持２８４〒819-1141

吉村　信行038855

TEL 092-542-7061

（有）吉松工務店 4,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区樋井川３－１３－５〒814-0153

日野　正喜038872

TEL 092-571-1837

（株）　山建設 21,000 －4011無法

土２と２石２鋼２舗２水２解２
福岡県春日市大谷９－１８〒816-0831

　山　和夫038876

TEL 092-933-4104

横田設備 －4001無個

管１水１
福岡県糟屋郡宇美町原田１－８－２４〒811-2132

横田　龍一038882

TEL 092-663-8878

（株）横手技研 10,000 －4001有法

電１機１水１
福岡県福岡市東区香椎駅前２－４－８〒813-0013

川島　輝行038895
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TEL 0944-51-8038

吉田建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市沖田町１４２－７〒836-0091

吉田　浩一038925

TEL 093-651-7166

吉田總業（株） 10,000 －4008有法

と１鋼１機１
福岡県北九州市八幡東区中尾１－２－１８〒805-0025

吉田　伸太郎038927

TEL 0930-52-1758

大和建設 －4005有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡築上町大字下香楽４８〒829-0113

吉元　和義038947

TEL 093-531-8721

（有）吉一建設 40,000 －4008無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉北区紺屋町１１－１６〒802-0081

早川　和美038948

TEL 0942-52-5833

吉原左官工業 －4007無個

左１
福岡県筑後市大字蔵数２９２－１〒833-0054

吉原　明038959

TEL 093-601-3365

（有）米倉商店 10,000 －4008無法

建１塗１内１
福岡県北九州市八幡西区瀬板１－１－８〒807-0822

米倉　宏一038965

TEL 092-651-0816

吉田表装店 －4001有個

内１
福岡県福岡市東区箱崎２－１３－１〒812-0053

吉田　繁038986

TEL 093-601-6177

（有）吉田護建設 5,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大膳１－８－１３〒807-0863

吉田　イチヨ038987

TEL 0944-86-5640

（株）吉村組 20,000 －4003無法

土２建２と２舗２し２水２解２
福岡県大川市大字坂井３０５－１〒831-0025

吉村　敏038992

TEL 092-541-8801

（有）ザ・ライトスタッフ 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区皿山１－１３－３５〒811-1365

弓場　隆之039025

TEL 092-411-7378

（株）ライフワーク 10,000 －4001有法

土１と１解１
福岡県福岡市博多区堅粕５－６－３１〒812-0043

新井　健一039028

TEL 092-562-0345

（株）ライブ 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区長住７－８－１〒811-1362

西園　雅典039031

TEL 092-881-1026

（有）ラブリーサービス 3,000 －4001無法

建１電１
福岡県福岡市西区愛宕１－２－１５〒819-0015

平田　昭治039033
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TEL 092-611-3412

（株）隆工務店 25,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市東区原田２－９－１〒812-0063

田原　昇040014

TEL 0942-21-3075

笠俊建設（株） 30,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県久留米市国分町１３２３－１〒839-0863

笠　善充040015

TEL 093-621-5961

菱信産業（株） 40,500 －4008有法

土２と２水２
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町１１－９〒806-0041

永田　篤生040032

TEL 092-807-3410

立東電機（株） 20,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市西区大字徳永３８４－８〒819-0375

辻　千種040034

TEL 093-436-0113

（株）リョーワ 20,000 －4005有法

管１
福岡県京都郡苅田町鳥越町１０－５〒800-0304

田中　裕弓040038

TEL 0948-25-0023

（株）緑親園 10,000 －4010無法

土１と１園１
福岡県飯塚市上三緒１２５－８２〒820-0013

赤坂　友邦040048

TEL 092-472-6341

流通産業（株） 10,000 －4001無法

内１機１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－２ー１０南近代ビル〒812-0013

村上　隆040052

TEL 092-561-1014

龍ブロック工事（有） 5,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市南区清水２－４－１〒815-0031

龍　浩明040071

TEL 0940-36-5308

（有）力丸住宅設備店 8,000 －4008有法

土１管１水１
福岡県宗像市日の里１－６－７〒811-3425

力丸　伸一郎040078

TEL 092-565-4878

（有）笠電気工事 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区柏原２－２０－６〒811-1353

笠　達也040099

TEL 092-596-7988

（有）龍塗装工業 3,000 －4011無法

塗１防１
福岡県春日市大字下白水４６－１〒816-0842

村上　勝美040103

TEL 0942-53-5561

（株）緑幸園 10,000 －4007無法

土１園１
福岡県筑後市大字山ノ井５８０－３〒833-0031

中山　木八040106

TEL 092-551-6913

（株）涼華園 20,000 －4001無法

土２園２
福岡県福岡市南区大池１－２３－１６〒815-0073

萬野　幸文040109
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TEL 0944-22-2781

（有）龍秀建設 5,000 －4003無法

と１
福岡県みやま市高田町黒崎開４５１－２〒839-0203

龍　秀文040116

TEL 0948-72-3322

龍穂産業（株） 10,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県飯塚市内野２８５－１〒820-0706

田中　克佳040124

TEL 092-571-5624

（株）龍建設工業 20,000 －4011無法

土１と１舗１水１
福岡県春日市白水ヶ丘３－２２〒816-0845

大神　博司040135

TEL 092-624-2511

（株）緑研産業 20,000 －4001無法

土２と２園１
福岡県福岡市東区多の津３－１４－１２〒813-0034

坂井　治040142

TEL 092-954-0145

（株）カネマコーポレーション 5,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市観晴が丘１０－３〒811-1216

合戸　一弘040147

TEL 093-618-0669

（有）立栄興業 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市八幡西区真名子２－２－２６〒807-1144

立花　芳高040149

TEL 093-776-1483

（有）緑地管理中山工房 4,000 －4008有法

土１と１園１
福岡県北九州市小倉北区井堀４－２－１６〒803-0835

中山　昭十九040165

TEL 092-806-3370

（株）緑水園 10,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区大字田尻１５３４－１〒819-0383

笠　伸太郎040166

TEL 093-771-8830

亮誠建設（株） 40,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県北九州市若松区北浜１－４－１３〒808-0023

守口　亮介040167

TEL 092-501-7333

（有）テクノシールド 3,000 －4011無法

建１大１内１具１
福岡県春日市天神山７－２２７〒816-0855

栁迫　平040168

TEL 093-391-5547

（株）良英工務店 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区奥田４－７－３〒800-0011

杉原　良子040169

TEL 0930-23-1005

（株）リュウショウ・ホーム 10,000 －4005有法

土１建１
福岡県行橋市大字道場寺１６０１－２〒824-0026

竹下　元氣040170

TEL 092-928-7012

（有）りゅう 3,000 －4011無法

塗１
福岡県太宰府市水城３－１５－５〒818-0131

樋口　龍一040178
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TEL 092-322-5277

理研ケミカル（株） 10,000 －4001無法

塗１
福岡県糸島市加布里６３－６９〒819-1124

川原　孝介040179

TEL 0940-43-1911

（有）緑幸園 3,000 －4008有法

土１と１園１解１
福岡県福津市津丸６９７－１〒811-3222

中村　守康040181

TEL 093-645-3356

（有）リフレ・イトウ 6,000 －4008無法

と１屋１管１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区鉄竜１－１－４９－１３０１〒806-0058

伊藤　仁史040182

TEL 092-933-5201

（有）リライエンス・インテリア宮　 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６－３－５〒811-2126

宮　　高範040183

TEL 092-863-6838

（有）龍英建設 3,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－４－３２〒814-0165

伊藤　隆美040184

TEL 093-751-2351

（有）龍田工務店 4,000 －4008無法

土１建１と１
福岡県北九州市若松区桜町１３－２１〒808-0026

龍田　健次郎040188

TEL 0944-54-9022

（有）龍進工業 8,000 －4003無法

土１と１舗１し１解１
福岡県大牟田市沖田町２９〒836-0091

小山　公政040196

TEL 0944-72-9651

（有）龍土木 3,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県柳川市三橋町蒲船津３９３－１〒832-0827

龍　勝善040198

TEL 092-552-3667

リビング工業（株） 20,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区寺塚１－１６－１３〒815-0074

関山　登040199

TEL 0944-54-4190

（株）緑建興業 10,000 －4003無法

土１と１舗１園１水１
福岡県大牟田市手鎌１１８５－１〒836-0004

羽方　豊史040200

TEL 092-542-8588

（有）リフォームえびす 3,000 －4001無法

大１塗１防１内１具１
福岡県福岡市南区寺塚１－２６－５〒815-0074

戎　千代子040204

TEL 092-834-4480

（有）リベラル技建 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市早良区四箇５－４５－３〒811-1103

後藤　直之040207

TEL 0949-22-2007

リフォームセンタークスミ（株） 30,000 －4004有法

土１建１と１解１
福岡県直方市大字下境３３２－１０〒822-0007

林　俊之040210
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TEL 0942-37-8131

（有）緑建システム 5,000 －4002有法

園１
福岡県久留米市宮ノ陣６－２２－４７〒839-0801

飯田　建夫040213

TEL 0930-24-1759

（株）緑豊テック 20,000 －4005無法

土２と２解２
福岡県行橋市大字今井２７５６－１〒824-0018

西畑　弓子040216

TEL 092-411-6002

（株）リョーテック 20,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区博多駅南１ー８ー１３〒812-8553

土井　吉隆040221

TEL 092-871-0728

（有）柴田組 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区梅林６丁目２４番２４号〒814-0172

柴田　吉春041650

TEL 0942-43-2161

（株）レイダン 10,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市東合川新町７－１２〒839-0808

田中　一成042017

TEL 093-521-1521

ロビンインテリア（株） 40,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区船場町５－５〒802-0007

池浦　泰德043016

TEL 092-851-5620

ロート・ルーターサービス（株）福岡 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区曙１－５－１８〒814-0004

陣内　敏子043023

TEL 092-662-8000

西日本クリエート（株） 10,000 －4001有法

土１建１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２丁目４４番１８号〒813-0003

長　政明043028

TEL 0942-38-1358

若林店舗デザイン －4002無個

建１内１
福岡県久留米市諏訪野町２３１４－１〒830-0037

若林　保孝044023

TEL 092-881-3734

（有）若葉設備工業 20,000 －4001無法

土２管１舗１水２
福岡県福岡市西区姪浜駅南４－４－１１〒819-0006

松本　勝海044034

TEL 093-581-0469

和田建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区今町２－１９－２７〒803-0862

木下　波留彦044058

TEL 093-471-0041

（株）渡辺工匠 20,000 －4008無法

建２
福岡県北九州市小倉南区葛原本町４－２－２〒800-0253

岩崎　洋一044081

TEL 092-952-9094

（株）若松塗装店 10,000 －4011無法

塗１
福岡県那珂川市後野３－２－１２〒811-1241

若松　正二044082
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TEL 093-882-1310

若戸電設（株） 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市戸畑区千防２－６－３〒804-0081

榎木　幸政044107

TEL 0948-22-1262

（株）渡邊硝子建材 10,000 －4010無法

ガ１具１
福岡県飯塚市徳前字丸ノ内３６－４〒820-0033

渡邉　隆三044140

TEL 0942-21-3294

（株）渡辺道路 20,000 －4002無法

土２と２舗２塗２水２解２
福岡県久留米市藤山町５０９－１〒830-0053

笠　利幸044176

TEL 0942-32-7988

脇建設（株） 48,000 －4002有法

土２建１舗２水２
福岡県久留米市東櫛原町２０４４〒830-0003

脇　昭子044177

TEL 093-963-5277

（有）脇坂工業 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－２－３７〒802-0821

脇坂　英晴044184

TEL 092-606-4274

（有）和白電業 5,000 －4001有法

建１電１
福岡県福岡市東区奈多１－１０－２８〒811-0204

今林　和文044203

TEL 093-245-5100

（株）若戸建装 10,000 －4008有法

塗１
福岡県中間市大字中底井野１００３－５〒809-0002

那須　勝栄044205

TEL 092-954-3300

サスウェルディング（株） 10,000 －4011無法

管１消１
福岡県那珂川市今光２－２００〒811-1211

若木　作一044211

TEL 093-771-2189

（株）若松水道工業所 20,000 －4008無法

土１管２水１消１
福岡県北九州市若松区安瀬３９－１〒808-0022

飯吉　博行044212

TEL 092-933-0038

渡辺設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４－４－２〒811-2108

渡辺　顕044249

TEL 0944-22-5038

渡辺組 －4003有個

土１と１
福岡県みやま市高田町濃施４０６〒839-0215

渡邉　敏昭044277

TEL 093-921-6047

（株）若松建設 30,000 －4008無法

土１建２大２と１屋２タ２鋼２塗１内２解１
福岡県北九州市小倉南区下城野３－１０－１〒802-0804

若松　巧治044289

TEL 0947-32-3903

ワコー電設（株） 10,000 －4009有法

電１
福岡県田川郡香春町大字採銅所１６２１－１〒822-1401

徳本　康孝044319
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TEL 092-591-9500

ワールド産業（株） 20,000 －4011有法

建１大１石１板１内１
福岡県大野城市仲畑１－９－１４〒816-0921

長沼　勇三郎044330

TEL 092-503-4816

（株）イアラ 20,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市博多区金の隈３－１－３〒812-0863

和田　孝啓044341

TEL 0930-32-4913

ソーラー設備商会 －4005無個

土１と１石１電１管１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田１６５７－５〒824-0822

渡辺　三幸044348

TEL 092-431-1209

和田畳店 －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区美野島２－３２－１０〒812-0017

和田　豊044360

TEL 092-326-5325

脇山工務店 －4001無個

建１
福岡県糸島市二丈福井５４６８－１〒819-1631

脇山　政信044363

TEL 092-953-1001

和田建設（株） 10,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市中原３－１３６〒811-1213

和田　洋一044374

TEL 093-741-6656

（有）若松緑地建設 25,000 －4008無法

土１と１石１舗１園２水１
福岡県北九州市若松区大字乙丸１６１８－４〒808-0134

白石　信和044383

TEL 0947-45-8133

（有）隆将カンパニー 30,000 －4009無法

土２建１と２管１舗２水２解２
福岡県田川市大字伊田５０００〒825-0002

西本　竜也044387

TEL 092-574-7838

ワールド防災工業（株） 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市博多区新和町２－２－７〒812-0875

平川　雅典044391

TEL 0947-22-2907

渡辺建設 －4009無個

建１
福岡県田川郡福智町金田２７５－１２３〒822-1201

渡邉　智文044401

TEL 0944-58-0844

（有）渡辺建設 5,000 －4003有法

土１建１
福岡県大牟田市大字宮崎２０７８－１〒837-0903

渡辺　佳則044412

TEL 0948-25-4700

（株）和幸産業 19,000 －4010無法

土１と１塗１解１
福岡県飯塚市鯰田２２５６－３〒820-0001

大内　孝助044416

TEL 093-293-5577

和田商事（株） 30,000 －4008有法

石１タ１
福岡県遠賀郡遠賀町鬼津丁口１６６２〒811-4341

和田　由宇希044419
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TEL 092-574-0587

和光電設（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市博多区三筑２－２－１０〒812-0887

鳥原　和夫044420

TEL 092-555-5673

（株）綿貫 5,000 －4001無法

と１塗１防１
福岡県福岡市南区大池１－２３－８〒815-0073

綿貫　宏吉044422

TEL 092-935-6668

（株）若杉建設 20,000 －4001無法

土１建２大２と２石２タ２鋼２筋２舗１ガ２塗２防２内２具２水１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木５６９－２〒811-2112

若杉　啓文044426

TEL 092-864-6661

若尾建設（株） 24,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区長尾１－１９－３〒814-0123

若尾　赳志044433

TEL 093-881-3616

（株）若林建設 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１筋１舗１し１園１水１
福岡県北九州市戸畑区牧山２－１３－１１〒804-0053

若林　敬三044436

TEL 092-953-4051

（株）渡辺土木 10,000 －4011無法

土１と１解１
福岡県那珂川市道善５－４７〒811-1254

指宿　和朗044439

TEL 0949-33-2542

和田建工 －4004無個

建１
福岡県宮若市龍徳２１７３〒823-0001

和田　善久044448

TEL 093-617-2154

（有）渡辺水道設備 8,000 －4008無法

土１と１石１管１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１４－１〒807-1113

渡邊　弘一044451

TEL 092-511-2727

（株）若杉青松園 10,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市南区屋形原２－４３－２〒811-1351

庄﨑　充男044466

TEL 09437-3-2093

和光住研 －4002無個

建１
福岡県久留米市田主丸町菅原２４４０〒839-1225

渡辺　日出夫044469

TEL 092-847-5555

（株）ワーク 45,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市早良区原３－１８－４３〒814-0022

渡邉　陽一朗044472

TEL 093-751-8015

（株）若松不動産 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市若松区白山１－１０－２３〒808-0035

重永　愛子044478

TEL 092-291-1320

（株）渡辺藤吉本店 144,000 －4001有法

建２と２屋２タ２鋼１板２ガ２塗２防１内２絶１具２
福岡県福岡市博多区店屋町７－１８〒812-0025

豊福　達治044484
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TEL 0942-33-2276

（株）渡辺商会 10,000 －4002有法

管１内１
福岡県久留米市野中町１２８８〒839-0862

渡辺　精一044488

TEL 0943-32-4708

渡辺冷熱（有） 5,000 －4007有法

電１管１
福岡県八女郡広川町大字水原８０３－２〒834-0102

渡辺　和敏044496

TEL 093-611-3027

（有）渡辺建設 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区上の原４－２４－２４〒807-0071

渡邊　義憲044504

TEL 0948-72-0714

福豊設備工業 －4010無個

管１
福岡県飯塚市平塚１７０－１１〒820-0702

渡邊　英一044515

TEL 093-962-3446

（有）若佐建設 5,000 －4008無法

土１建１大１と１屋１タ１舗１内１水１
福岡県北九州市小倉南区南方５－９－２２〒802-0976

若佐　昭一044524

TEL 0947-44-2460

大渡工業 －4009無個

土１と１舗１水１解１
福岡県田川市大字伊田１９６〒825-0002

渡抜　重幸044525

TEL 092-936-7434

（有）ワールド塗装工業 3,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡志免町南里２－８－２５〒811-2207

川原田　昌彦044532

TEL 093-222-2564

（有）渡辺建設 3,000 －4008無法

土１舗１
福岡県遠賀郡芦屋町祇園町４－１４〒807-0123

渡辺　浩044533

TEL 0947-44-0273

渡辺興業 －4009無個

土１建１水１
福岡県田川市大字位登８０６〒826-0044

渡辺　清孝044534

TEL 093-791-5355

（有）若松鐵建 6,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市若松区南二島１－８－７〒808-0109

寳部　龍嘉044535

TEL 093-681-3370

（株）ジュネック 10,000 －4008無法

電１通１消１
福岡県北九州市八幡西区東川頭町１－２１〒806-0014

渡邉　純一044540

TEL 092-592-5522

（株）渡辺 10,000 －4011有法

土１建１大１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１消１
福岡県春日市須玖南５－１２〒816-0863

渡邉　健一044541

TEL 092-607-0154

（有）若松設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区高美台１－３３－８〒811-0215

若松　岳生044543
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TEL 0947-22-4659

（株）渡建設 40,000 －4009無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県田川郡福智町弁城３８４５－１〒822-1212

渡　利明044555

TEL 093-381-1951

（有）和田住宅建設 3,000 －4008無法

土１建１と１舗１水１
福岡県北九州市門司区東新町２－５－２９〒800-0055

和田　正一044562

TEL 093-235-0422

（有）ワイエスハウズ 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区赤坂１－４－１１〒802-0032

山口　芳郎044567

TEL 092-937-6300

（株）ワイズ 10,000 －4001無法

鋼１具１
福岡県糟屋郡志免町南里４－５－３〒811-2207

日高　松男044576

TEL 092-591-5787

（有）ワタノ工業 3,000 －4011無法

具１
福岡県大野城市仲畑２－１－４７〒816-0921

渡野　高次044590

TEL 0949-52-1877

（株）若宮製作所 10,000 －4004無法

鋼１
福岡県宮若市原田字大坪１８３５－１〒822-0112

原田　正044598

TEL 0979-72-3917

ワタナベ工業（有） 10,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字垂水１４８３〒871-0913

渡邉　愛彦044602

TEL 093-282-0232

渡辺商事（株） 35,000 －4008有法

土１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚３６０〒811-4213

吉村　澄雄044603

TEL 093-751-2126

（有）若松海事 20,000 －4008有法

土２と２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市若松区大字安瀬１－１３〒808-0022

槇野　誠044605

TEL 093-651-5241

（有）ワイズ建築工房 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡東区槻田２－１２－３－１０１〒805-0031

丸田　千裕044612

TEL 092-585-0123

（有）ワーク工業 5,000 －4011無法

鋼１具１
福岡県大野城市仲畑４－１－４５〒816-0921

石川　政良044623

TEL 092-806-4272

（有）日進建設 3,000 －4001無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市西区泉２－１５－５〒819-0381

宮崎　征司045044

TEL 093-791-0440

日本緑営（株） 10,000 －4008有法

園１
福岡県北九州市若松区大字畠田９４３－１〒808-0104

中山　嘉之045065
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TEL 092-812-2626

ニッセイ技研（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１舗１し１ガ１塗１防１内１具１水１解１
福岡県福岡市西区羽根戸６７ー４〒819-0038

土斐﨑　貴紀045067

TEL 093-791-3703

日扇運輸機工（株） 24,450 －4008有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区南二島２－１７－２８〒808-0109

中川　憲治045078

TEL 0948-53-2487

西建設工業（株） 20,000 －4010無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県嘉麻市熊ケ畑２６４３－１８〒821-0013

西　杏奈045080

TEL 093-791-6522

（有）西日本セフティーサービス 3,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市若松区南二島２－２－３０〒808-0109

永野　博史045087

TEL 0944-58-3607

（有）日栄工業 26,000 －4003無法

土１と１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県大牟田市大字四ケ５１３〒837-0901

森　崇史045091

TEL 092-291-4842

（株）西興 20,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市博多区奈良屋町１４－３〒812-0023

田原　直幸045092

TEL 093-701-2020

西日本建設（株） 90,000 －4008無法

土２建２と２管１鋼２舗２塗１水２解２
福岡県北九州市若松区今光２－２１－７〒808-0071

永渕　智英045093

TEL 093-671-0779

（株）西日本メンテナス工業所 11,000 －4008有法

管１塗１機１
福岡県北九州市八幡西区陣山１－５－２７〒806-0012

平川　惠045094

TEL 093-662-8607

（有）西日本潜水 5,000 －4008有法

土１と１塗１
福岡県北九州市八幡東区中央１－７－１〒805-0019

梶栗　隆広045099

TEL 092-671-7672

（有）日興塗業 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区唐原７－１９－４０〒813-0001

松原　徹男045102

TEL 0942-23-4100

（株）日進開発工業 10,000 －4002有法

と１機１井１
福岡県久留米市北野町稲数７２６－２〒830-1126

秋山　政吉045107

TEL 0947-73-2553

西建興業（株） 10,000 －4009無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原７７２〒827-0004

西本　亘045113

TEL 0930-33-4078

（有）西座建設 10,000 －4005有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町豊津７１９－４〒824-0121

西座　浄慈045140
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TEL 092-712-0321

西鉄不動産（株） 312,199 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区大手門２－１－１０〒810-0074

桜木　良平045145

TEL 0949-42-0979

福山総合建設（株） 30,000 －4004無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧２０７４〒807-1311

木村　美智子045165

TEL 092-482-3565

（株）西特基業 10,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－１３－２１〒812-0016

星野　博文045178

TEL 093-481-5467

（有）西新緑地建設 5,000 －4008有法

土１と１舗１園１水１
福岡県北九州市門司区吉志５－１２－１０〒800-0114

細石　坦男045182

TEL 0948-57-1002

（有）日進技巧 3,000 －4010無法

塗１
福岡県嘉麻市馬見２１８〒820-0321

鎌田　幸典045184

TEL 093-381-2503

西日本工材（株） 10,000 －4008有法

塗１防１
福岡県北九州市門司区南本町５－３４－１〒800-0021

富田　勇045186

TEL 0930-32-2435

（有）日豊軌道工業 5,000 －4005無法

土１と１舗１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田３２０３－４〒824-0822

浦田　俊司045190

TEL 093-741-5606

（有）北匠 5,000 －4008無法

土１園１
福岡県北九州市若松区大字有毛１２６９－６〒808-0123

石井　美幸045194

TEL 092-734-1303

西日本鉄道（株） 26,157,291 －4001有法

土１建１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－５－７〒812-0011

林田　浩一045209

TEL 092-863-6482

西福電設工業（株） 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市城南区梅林２－１１－１８〒814-0144

西ヶ谷　弘045210

TEL 0944-87-3338

西村襖 －4003無個

内１
福岡県大川市大字鐘ケ江４３３－４〒831-0008

西村　伸吾045215

TEL 092-611-0391

（株）西日本洗管サービス 20,000 －4001有法

土２管２
福岡県福岡市東区松島３－９－１２〒813-0062

小林　修045216

TEL 093-618-2022

（株）西幸工務店 10,000 －4008無法

土１建１と１内１
福岡県北九州市八幡西区下畑町１１－１６〒807-1123

西　幸治045220
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TEL 093-881-1869

日東工業（有） 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市戸畑区三六町７－５〒804-0091

金川　泰元045225

TEL 0930-33-3908

西川建設 －4005無個

土１建１と１舗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町上原１３０７〒824-0112

西川　勝利045230

TEL 09437-6-3973

西見総業（株） 10,000 －4002無法

土１と１石１管１園１水１解１
福岡県うきは市吉井町富永７４８－１〒839-1333

西見　多美子045234

TEL 0949-42-3005

（株）西村塗装 5,000 －4004無法

塗１防１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延１９２８－１〒807-1305

西村　和行045240

TEL 0944-22-5440

西日本管機工（株） 10,000 －4003無法

土１管１水１
福岡県みやま市高田町徳島２５４〒839-0211

大津　理045242

TEL 092-633-5510

（株）ファイブ 44,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２電１管２タ２鋼２舗２し２板２ガ２塗２防２内２園２具２水２消１解２
福岡県福岡市博多区千代１－１７－１〒812-0044

青　和彦045244

TEL 0944-22-5191

（株）日伸 20,000 －4003有法

管１機１
福岡県みやま市高田町岩津３０２－６〒839-0223

松崎　武志045246

TEL 092-481-9761

西日本エイヴィシステム（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区比恵町５－２７〒812-0014

重岡　敏憲045247

TEL 092-325-0163

（株）二丈環境整備センター 30,000 －4001有法

土２と２管１し２水２
福岡県糸島市二丈深江１１２４－１〒819-1601

山本　美和045252

TEL 092-441-2159

（株）金融店舗デザイン 10,000 －4001有法

建１大１タ１内１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２－６〒812-0016

古川　正一045256

TEL 093-951-6776

ニッセイ住宅（株） 10,000 －4008無法

土１建１と１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－９－１７〒802-0804

久保田　広恵045258

TEL 0942-64-5015

（有）西田豊鉄工所 3,000 －4002無法

鋼１
福岡県久留米市三潴町玉満１１３３〒830-0112

西田　豊045259

TEL 0948-42-1723

（株）西田建設 30,000 －4010無法

土１建２と１舗１解１
福岡県嘉麻市平１２２６－１〒820-0203

西田　寛信045262
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TEL 0944-58-7963

西山通建（株） 10,000 －4003無法

電１通１
福岡県大牟田市大字上内１５６６－５〒837-0902

西山　幸司045279

TEL 093-671-7191

（株）ニック 42,500 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市八幡東区藤見町６－４〒805-0005

牧野　廣文045286

TEL 092-681-5236

（有）西本建設 8,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市東区香椎駅東２－１９－２２〒813-0012

武藤　宏明045291

TEL 092-715-7151

西日本綜合住宅（株） 10,000 －4001有法

土１建１と１石１舗１し１園１水１
福岡県福岡市中央区大濠２－６－７〒810-0052

橋住　誠一郎045292

TEL 0942-77-2181

（株）二宮土木 20,000 －4002有法

土２と２舗２水２解２
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷３６３１〒830-1211

二ノ宮　一則045297

TEL 092-621-4343

（有）日栄建設工業 5,000 －4001無法

土１と１鋼１
福岡県福岡市東区松島４－４－３０〒813-0062

金山　満吉045300

TEL 0944-54-5342

（株）西田総建 45,000 －4003無法

土２建２と２石２管１舗２し２水２解２
福岡県大牟田市南船津町４－１２－１１〒836-0075

西田　弘045312

TEL 093-871-3858

（株）日新工業 10,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区北鳥旗町４－１５〒804-0075

太田　健吾045314

TEL 092-292-8920

（有）西日本エンジニアリング 5,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市博多区上呉服町１２－２３〒812-0036

山野　竜善045319

TEL 092-941-1211

（株）ニシオ 20,000 －4001有法

と１機１
福岡県古賀市新原４７１－１〒811-3127

秋山　俊幸045320

TEL 0930-56-4146

（有）西口住宅設備 6,000 －4005有法

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県築上郡築上町大字高塚３９９－１〒829-0331

西口　周治045338

TEL 092-411-5000

日本電通（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区東比惠３－２６－１０〒812-0007

橋本　誠045341

TEL 092-555-5170

（株）西日本地質調査所 15,000 －4011有法

井１
福岡県那珂川市大字上梶原１０２０－１〒811-1223

椋木　宏典045350
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TEL 093-965-8088

（株）西日本ライフサービス 3,000 －4008有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県北九州市小倉南区徳力１－２－２０〒802-0974

篠田　圭子045359

TEL 093-661-2026

（株）西日本省エネセンター 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡東区尾倉２－７－２２〒805-0059

渡邊　義孝045366

TEL 092-596-6622

（株）ニーズ 10,000 －4011有法

機１
福岡県大野城市牛頸３－１７－２６〒816-0971

原田　料045371

TEL 092-804-8850

日成工業（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市早良区西入部１－１４－３〒811-1121

横田　末善045385

TEL 093-452-0922

（株）ニシスタ 10,000 －4008有法

と１タ１鋼１筋１防１絶１
福岡県北九州市小倉南区大字志井７２７－９〒802-0985

秋枝　大樹045386

TEL 0948-57-3506

（株）日工 27,000 －4010有法

土２と２鋼２舗２水２解２
福岡県嘉麻市泉河内１０６２－３〒820-0334

大塚　芳尋045389

TEL 092-851-4402

（有）二本松防水工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市城南区田島２－２３－１３〒814-0113

山崎　始045398

TEL 093-618-0444

日本電話センター（株） 10,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１６－１６〒807-1113

河野　勲045403

TEL 092-433-7500

西日本機材（株） 42,000 －4001無法

電１管２
福岡県福岡市博多区上牟田２－１２－１〒812-0006

吉井　恭二045406

TEL 0943-75-2716

（有）日新工務店 10,000 －4002無法

土１と１舗１水１解１
福岡県うきは市吉井町福永３９４－６〒839-1305

田代　悟045407

TEL 093-231-0678

（株）セイケン 53,000 －4008有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２
福岡県北九州市八幡東区山王４－１－６〒805-0017

田代　俊一045411

TEL 092-328-1530

（有）西村住宅設備 8,000 －4001無法

管１水１
福岡県糸島市志摩御床２１６５－１２３〒819-1322

西村　仁志045413

TEL 092-586-6748

（株）ニチカ 10,000 －4001無法

土１と１井１水１
福岡県福岡市博多区西春町１－１－３０〒812-0873

窪山　靖邦045421
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TEL 093-451-2711

日東化学工業（株） 20,000 －4008有法

土１管１水１
福岡県北九州市小倉南区徳吉東４－９－１〒803-0277

下村　賢史045422

TEL 0979-82-6194

日新工業（株） 10,000 －4005無法

建１鋼１
福岡県豊前市大字四郎丸１２１－１〒828-0011

中村　由美子045429

TEL 0947-72-7144

（有）西本電気工事 8,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３９４６－２〒827-0003

松木　健一045431

TEL 093-617-0222

（有）西八幡塗建 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区馬場山西３－４４〒807-1132

松尾　勝義045435

TEL 093-613-6129

日生ホーム（有） 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区中の原２－５－１０〒807-0078

船津　加津代045444

TEL 092-932-2246

（株）日本総合工業 10,000 －4001有法

建１と１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵３２７－８〒811-2113

米倉　正二045445

TEL 092-934-2400

（株）日正化工 10,000 －4001無法

と１管１
福岡県福岡市博多区銀天町１－４－２－４０３〒812-0879

小河原　孝045446

TEL 093-244-7539

（有）西谷電気商会 8,000 －4008無法

電１
福岡県中間市中央５－１６－１〒809-0030

西谷　信博045447

TEL 092-954-1954

（株）ヒラキ 10,000 －4011有法

建１内１
福岡県那珂川市片縄５－７－１〒811-1201

平木　正人045448

TEL 0947-46-5504

武信設備工業 －4009無個

土１管１水１
福岡県田川郡川崎町大字池尻２３８〒827-0002

西本　武信045451

TEL 092-263-8833

エヌビーエス（株） 47,250 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区奈良屋町５－１０〒812-0023

稲神　秀治045453

TEL 093-372-5373

西村塗装工業 －4008無個

塗１
福岡県北九州市門司区大里桃山町３－２１〒800-0033

西村　正章045455

TEL 092-804-1674

（株）ニシハラ 25,000 －4001有法

土１建１大１左１と１屋１タ１鋼１舗１し１塗１防１内１具１水１
福岡県福岡市早良区東入部２－３１－２〒811-1102

西原　義人045456
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TEL 092-327-0087

（株）西工務店 27,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市志摩吉田２０２９〒819-1302

西　重隆045463

TEL 0942-53-6145

日進防火板工業（株） 16,000 －4007有法

大１内１
福岡県筑後市大字溝口１４７０〒833-0012

鶴　嘉貢045466

TEL 0930-22-4469

（有）西松ボーリング 3,000 －4005無法

井１
福岡県行橋市大字西谷１８〒824-0046

西松　武045470

TEL 0930-24-0885

（有）西田川インテリア 3,000 －4005無法

内１
福岡県行橋市泉中央２－４－８〒824-0034

吉永　章045483

TEL 093-371-3731

（株）ニッセイ 40,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市門司区稲積２－３－１０〒800-0048

中田　九州生045488

TEL 092-611-4377

日昌工機（株） 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市博多区吉塚５－３－１６〒812-0041

金子　謙二045491

TEL 092-921-0320

（有）西建設 3,000 －4011有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県太宰府市吉松３－２－７〒818-0138

西　喜久男045493

TEL 0940-52-5365

入江設備 －4008無個

土１管１水１
福岡県福津市津屋崎１－３６－５〒811-3304

西野　明045506

TEL 092-596-1995

宙興建設 －4011無個

建１
福岡県大野城市畑ヶ坂２－１－３８〒816-0982

西山　五月実045523

TEL 093-882-5021

二丹組 －4008無個

土１と１
福岡県北九州市戸畑区南鳥旗町３－２〒804-0074

二丹　隆盛045524

TEL 0943-76-5112

（株）西見石材工業 10,000 －4002無法

石１
福岡県うきは市吉井町富永７４８－１〒839-1333

西見　大045526

TEL 0949-42-7720

西日本ハマネツ（株） 20,000 －4004有法

建１管１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新北２０３７〒807-1313

和田　文男045527

TEL 0943-75-3311

（株）西野組 10,000 －4002無法

土１と１水１解１
福岡県うきは市吉井町富永７６２〒839-1333

西野　武文045529
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TEL 0944-63-5597

（有）西日本工業 3,000 －4003無法

絶１
福岡県みやま市高田町梅津１６５５〒835-0136

田中　政樹045531

TEL 092-641-1700

日栄通信工業（株） 10,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市東区箱崎２－１６－４８〒812-0053

藤野　哲司045533

TEL 093-941-0195

（株）日本プロテック 10,000 －4008有法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉北区黒住町２４－１８〒802-0056

秋山　敬介045534

TEL 093-245-7115

（株）西本築炉産業 10,000 －4008有法

タ１機１
福岡県中間市土手ノ内３－２－３３〒809-0033

西本　正一045539

TEL 0930-25-5533

（有）庭治 3,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県行橋市泉中央３－４－１５〒824-0034

大森　保治045544

TEL 092-923-1223

（株）日新 10,000 －4011有法

建１管１
福岡県太宰府市長浦台２－１６－１〒818-0136

田中　真一045560

TEL 093-621-7557

日建エンジニアリング（株） 20,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－８－５〒806-0066

籾井　秀斗045563

TEL 0943-72-2968

ハレ農園 －4002有個

土１と１園１
福岡県久留米市田主丸町石垣４５８－２〒839-1212

西　雅武045566

TEL 092-403-9990

（株）西九州店舗システム 25,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市南区向野１－４－１１パール向野２階〒815-0035

紀井　英彦045568

TEL 092-451-5557

（株）西原商会 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市博多区東比恵２－２－１０〒812-0007

稲永　茂久045569

TEL 092-581-0031

（株）日セラ 10,000 －4001有法

建１左１石１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市博多区諸岡３－２１－３８〒812-0894

堤　正憲045570

TEL 092-623-4055

西建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡志免町別府北４－５－２８〒811-2233

西　一雄045571

TEL 093-963-3329

（有）西川電気工事 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区徳力４－２２－８〒802-0974

西川　保男045574
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TEL 092-576-9977

西日本建装（株） 20,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市博多区三筑２－１０－２４第３渡辺ビル１０６〒812-0887

矢野　浩司045575

TEL 093-391-5631

日栄商事（株） 11,000 －4008有法

と１解１
福岡県北九州市門司区松原２－１０－１７〒800-0064

森田　才正045577

TEL 092-542-3678

（株）西日本総合企画 40,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市南区桧原１－３３－２２－２１９〒811-1355

出嶋　孝二045584

TEL 0942-37-2526

西日本システム機工（株） 10,000 －4002有法

と１
福岡県久留米市梅満町１６２２－１１〒830-0048

松原　光郷045590

TEL 093-884-2010

ニッスイマリン工業（株） 50,000 －4008有法

土２と２石２電１管１鋼２舗２し２塗２機１水２
福岡県北九州市戸畑区銀座２－６－２７〒804-0076

福田　智045595

TEL 092-852-2300

ニチコー（株） 10,000 －4001無法

管１機１
福岡県福岡市城南区田島１－４－９５〒814-0113

古森　清明045598

TEL 092-915-7411

西日本電通工業（有） 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区諸岡１－６－２５〒816-0094

小山　修司045605

TEL 092-771-3051

（株）日和通信 20,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市中央区港２－５－４〒810-0075

梅田　良孝045606

TEL 093-612-6687

（株）日本テクノ 35,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区上の原３－１１－１０〒807-0071

白武　秀一045615

TEL 092-281-8500

（株）にしけい 79,000 －4001有法

電２消１
福岡県福岡市博多区店屋町５－１０〒812-8530

大坪　潔晴045616

TEL 0979-24-2180

（有）日豊カッター工事 5,000 －4005有法

と１
福岡県築上郡上毛町大字上唐原２０３２〒871-0924

簾　数弘045622

TEL 0944-57-1052

（株）ニシマサ 15,000 －4003有法

土１と１管１舗１水１
福岡県大牟田市大字久福木４４８〒837-0915

西田　祐二045625

TEL 0949-42-0570

（株）庭匠 10,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧２０７４〒807-1311

福山　吉秀045626
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TEL 0940-37-1541

（有）西日本グリーンプラン 3,000 －4008無法

土１舗１園１解１
福岡県宗像市原町２４４－１〒811-3424

柴田　康弘045633

TEL 092-806-4857

二ノ宮電設 －4001無個

電１
福岡県福岡市西区大字千里４３１－９〒819-0374

二ノ宮　正義045636

TEL 092-262-3800

（有）西村工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区下呉服町６－１６〒812-0034

西村　尚登045638

TEL 092-751-6640

（有）平野設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区今川２－６－２８〒810-0054

平野　哲046002

TEL 0948-23-0949

（株）平井製作所 10,000 －4010無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市秋松３９５－２〒820-0083

平井　靖046004

TEL 0946-42-2630

（有）平山建設 10,000 －4006有法

土１と１管１タ１舗１水１
福岡県朝倉郡筑前町朝日８１２〒838-0227

平山　幸太郎046007

TEL 0944-76-4191

（株）ヒラカワ 10,000 －4003有法

管１水１
福岡県柳川市大和町塩塚１３２７〒839-0243

平川　暢宏046014

TEL 092-923-4389

（有）平山設備工業 10,000 －4011無法

管１水１
福岡県筑紫野市二日市南２－８－１８〒818-0057

平山　トキノ046021

TEL 0949-25-1692

（有）光建設 20,000 －4004有法

土２建１と２鋼２水２解２
福岡県直方市大字植木１０６７－１〒822-0031

有田　俊二046036

TEL 0942-38-5837

（株）廣田組 30,000 －4002無法

土２建１舗２水２解２
福岡県久留米市宮ノ陣町八丁島９０－１〒839-0805

中村　澄子046040

TEL 093-473-4415

美巧建装（有） 3,300 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区中吉田６－７－７〒800-0204

伊藤　正美046045

TEL 093-791-5121

久屋産業（株） 10,000 －4008有法

と１解１
福岡県北九州市若松区南二島４－５－７〒808-0109

久保山　功二046046

TEL 093-771-2331

（株）廣松組 20,000 －4008無法

土２建２と２石２電１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市若松区大字安瀬４３－１〒808-0022

田原　啓三046048



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

213頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0930-33-2151

（有）肥喜里工務店 50,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１内１水１
福岡県京都郡みやこ町豊津２１７６－１１〒824-0121

山口　利幸046055

TEL 092-327-1548

平尾建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩師吉１４１－１８〒819-1314

平尾　末雄046067

TEL 093-692-2826

（有）久冨建設工業 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区浅川２－６－３〒807-0872

福島　恵子046072

TEL 092-431-6108

（株）美化 20,000 －4001有法

電１管１内１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８〒812-0011

西本　宏達046075

TEL 092-410-5230

（株）久山緑地建設 10,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市東区名子３－２１－７〒813-0024

實淵　晟046076

TEL 092-804-7701

（株）ヒノ工業 14,000 －4001有法

土１と１水１
福岡県福岡市早良区内野４－４８－５〒811-1123

眞津　富雄046077

TEL 092-737-2360

（株）梅の木建設 50,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２具２
福岡県福岡市中央区天神５－１０－２２〒810-0001

小野　洋046084

TEL 0944-32-1237

（株）廣松設備 10,000 －4003有法

土１建１管１水１消１
福岡県三潴郡大木町大字三八松２２３４－６〒830-0424

廣松　優一046089

TEL 0942-44-9000

桧枝建設（株） 20,000 －4002有法

土１建２と１舗１水１
福岡県久留米市東合川２－１０－１４〒839-0809

桧枝　哲人046098

TEL 0947-73-2786

（有）廣谷建設 3,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３２８－２〒827-0003

廣谷　八重子046099

TEL 092-804-6447

（有）冷川建設 3,000 －4001無法

建１左１
福岡県福岡市早良区脇山２－８－７５〒811-1111

冷川　満廣046106

TEL 092-925-4696

（株）樋口工業 10,000 －4011無法

建１筋１
福岡県筑紫野市大字永岡１３０１番地の１〒818-0066

樋口　昭夫046110

TEL 092-976-0573

（有）久山設備工業 4,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県糟屋郡久山町大字山田８６６－８〒811-2502

井上　貴寛046117
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TEL 092-922-3579

（有）美建工業 9,000 －4011無法

管１水１
福岡県太宰府市五条２－１０－１７〒818-0125

池辺　俊佑046119

TEL 092-885-4155

（株）久光電工社 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区拾六町５－２－４２〒819-0041

緒方　光義046123

TEL 092-322-2779

（株）稗田設備工業 15,000 －4001無法

管１水１消１
福岡県糸島市加布里４－１０－１８〒819-1124

稗田　一臣046128

TEL 092-322-5190

（有）兵頭組 33,000 －4001無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県糸島市高田１－３２－１３〒819-1102

兵頭　敏也046129

TEL 0946-22-5438

（有）日高水道設備 5,000 －4006無法

土１と１管１水１解１
福岡県朝倉市甘木１６４０〒838-0068

日高　憲司046130

TEL 092-821-4676

（株）平井電業社 55,900 －4001無法

電２消１
福岡県福岡市早良区有田１－３４－６〒814-0033

平井　博雄046132

TEL 092-503-9624

光スポーツ工業（株） 10,000 －4011有法

土１
福岡県大野城市大池２－８－９〒816-0904

光安　了046134

TEL 093-791-0976

（有）広岡建設工業 20,000 －4008有法

土２と２石２タ１舗２し２水２解２
福岡県北九州市若松区今光２－３－２７〒808-0071

廣岡　雅樹046135

TEL 0948-52-0149

平嶋工務店 －4010有個

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県嘉麻市熊ヶ畑１２１１－３〒821-0013

平嶋　智文046138

TEL 0946-42-5900

（株）ヒミコ建設 40,000 －4006無法

土１建２と１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈１５８－４４〒838-0215

池田　静夫046143

TEL 093-475-2038

（株）廣木電設工業 20,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市小倉南区葛原３－４－１１〒800-0251

川上　友廣046149

TEL 0979-72-3342

廣﨑組 －4005無個

土１舗１
福岡県築上郡上毛町大字八ツ並２５２〒871-0903

廣﨑　正一046154

TEL 092-891-8049

平野建設 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市西区生の松原４－１６－１１〒819-0055

平野　広司046156
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TEL 0942-80-1005

平田塗装店 －4002有個

塗１
福岡県久留米市国分町６７２－２〒839-0863

平田　利幸046160

TEL 0944-51-8034

平湯商会 －4003無個

内１
福岡県大牟田市小浜町１－４－２〒836-0034

平湯　剛046161

TEL 093-652-1494

（有）平田製襖所 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡東区大蔵２－２－４〒805-0048

平田　公三046170

TEL 092-947-0438

（株）廣田建設 10,000 －4001無法

土１建１と１舗１し１塗１水１解１
福岡県糟屋郡篠栗町中央４－１０－２３－５０２〒811-2417

大熊　将広046177

TEL 0944-52-4533

理起ホーム －4003無個

塗１
福岡県大牟田市本町１－３－１０〒836-0046

平山　信昭046188

TEL 093-601-3515

（株）光ハウジング 50,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市八幡西区則松４－１６－９〒807-0831

上野　逸男046191

TEL 092-861-0137

（有）広武建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区田村３－７－４〒814-0175

廣田　武彦046196

TEL 0948-72-0288

（有）畠中組 3,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市大分２０８０〒820-0712

畠中　直也046197

TEL 092-271-4177

（有）ヒカリ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区下呉服町７－２１０〒812-0034

具島　敏隆046198

TEL 093-473-9177

（株）廣田工務店 30,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区朽網東２－１４－１０〒800-0232

廣田　淑夫046199

TEL 092-673-2625

ヒカリエステイト（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区若宮５－１－５〒813-0036

貞方　義宏046201

TEL 0944-54-7533

久冨塗装工業（株） 10,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大黒町２－６－２〒836-0006

堤　浩二046207

TEL 0946-62-0233

（有）久司建設 10,000 －4006無法

大１
福岡県朝倉市杷木若市２６７７－１０〒838-1515

石井　久046215
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TEL 0948-23-7756

（有）平本設備 3,000 －4010無法

管１水１
福岡県飯塚市堀池２６９－１〒820-0070

亀井　文治046217

TEL 0930-52-3041

（有）平田産建 3,000 －4005無法

土１と１解１
福岡県築上郡築上町大字小山田２８０－１〒829-0104

平田　信雄046226

TEL 0942-52-3955

（有）東電気商会 5,000 －4007無法

電１消１
福岡県筑後市山ノ井３７１－２〒833-0031

東　利一郎046234

TEL 092-924-0129

（有）光電設工業 3,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市紫１－１０－４５〒818-0061

野添　光治046240

TEL 0943-52-2428

平野建設 －4007無個

建１解１
福岡県八女市星野村１６７８８－２〒834-0201

平野　孝之046243

TEL 0930-22-0639

（有）久冨塗装店 3,000 －4005無法

塗１防１
福岡県行橋市門樋町４－１５〒824-0006

久冨　正三046249

TEL 092-811-2222

樋渡建設（株） 30,000 －4001無法

建２大２と２内２具２
福岡県福岡市西区大字金武１８５６－１０〒819-0035

樋渡　学046250

TEL 0942-78-6424

（有）平田建築コンサルタント 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市北野町稲数４１３－１〒830-1126

平田　剛046251

TEL 092-805-4111

（有）久積工務店 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市西区太郎丸８７０〒819-0384

久積　正人046254

TEL 093-581-1561

（有）ニチメイ 10,000 －4008無法

建１板１
福岡県北九州市小倉北区西港町１２４－７〒803-0801

柳鶴　雅彦046255

TEL 092-565-2926

（有）樋口光工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区野多目４－９－２〒811-1347

樋口　光敏046256

TEL 0943-24-2324

（株）平島鉄筋工業 10,000 －4007無法

筋１
福岡県八女市柳島２２〒834-0022

平島　英一郎046261

TEL 0944-52-8688

（株）久野建設 8,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市大字草木９９５－１〒837-0917

久野　隆司046273
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TEL 0942-53-8455

（有）広川鉄筋工業 5,000 －4007無法

筋１
福岡県八女郡広川町大字広川１２０３－１〒834-0121

田中　順吾046289

TEL 0942-52-2930

東谷建設 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字長浜３７４〒833-0005

東谷　春男046296

TEL 093-863-0261

（有）廣瀬建設 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市若松区蜑住１８４４〒808-0122

廣瀬　嘉之046297

TEL 093-451-0991

東谷工営（有） 20,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺３７１－１０〒803-0186

盛谷　啓介046300

TEL 093-631-5619

（有）広瀬硝子建材 5,000 －4008有法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区引野１－２－９〒806-0067

廣瀬　勤046306

TEL 092-938-0236

（株）秀嶋工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２４０１〒811-2304

秀嶋　六男046313

TEL 093-473-7786

（有）広津アルミ産業 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１ガ１内１具１
福岡県北九州市小倉南区葛原東１－７－２２〒800-0206

廣津　謙一郎046321

TEL 0946-74-2050

（株）ヒタヤ 20,000 －4006無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県朝倉郡東峰村大字小石原９６２－５〒838-1601

柳瀬　謙二046331

TEL 0944-75-1717

（有）平田建設 3,000 －4003無法

土１建１管１水１
福岡県柳川市本城町１５－２〒832-0061

平田　國雄046334

TEL 0944-53-4152

（有）光電設 3,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字今山１５０５－３〒837-0922

古賀　隆則046335

TEL 093-282-5033

久友建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県遠賀郡岡垣町大字手野９３３〒811-4204

松隈　敏見046337

TEL 093-603-8178

廣岡工業（有） 3,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市八幡西区本城１－１１－３〒807-0801

廣岡　司046340

TEL 0947-22-3681

平元建設 －4009無個

土１建１大１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡福智町金田６０－９１〒822-1201

平元　積046341
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TEL 0944-63-3768

（有）東山園芸場 5,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県みやま市瀬高町坂田２４１〒835-0006

堤　格046342

TEL 0949-42-5333

平野組 －4004無個

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３４５９－２〒807-1312

平野　清046344

TEL 093-791-1211

（株）檜塗装 10,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市若松区東二島２－２３－１０〒808-0102

檜　学046352

TEL 092-595-0278

（有）肥田工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県春日市松ヶ丘３－１９４－２〒816-0843

肥田　毅046370

TEL 0943-22-4557

樋口建設 －4007無個

建１
福岡県八女市酒井田９０７〒834-0042

樋口　敏博046374

TEL 092-473-6861

平井通信システム（株） 3,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区上牟田２－１２－１５〒812-0006

平井　二郎046381

TEL 0942-78-2208

日之出産業（株） 20,000 －4002有法

土２と２舗２水２
福岡県久留米市北野町八重亀５５９－３〒830-1102

山下　英孝046396

TEL 092-591-6531

アルプス工業（株） 20,000 －4011無法

電２
福岡県春日市下白水北６－５５〒816-0854

久田　康照046397

TEL 092-933-2439

（有）樋口材木店 5,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵８５９－１〒811-2114

樋口　靖司046401

TEL 092-623-2210

（株）樋口組 20,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市東区多の津３－１２－１〒813-0034

樋口　弘行046402

TEL 093-922-6438

（有）ひまわり 40,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－１４－２２〒802-0061

古野　秀一046409

TEL 093-618-1081

（有）東建築 3,500 －4008有法

建１電１
福岡県北九州市八幡西区大字野面１４４９－１〒807-1262

東　伸一046425

TEL 0930-23-7246

（有）平原造園土木 3,000 －4005無法

土１園１
福岡県行橋市大字高瀬５６６〒824-0027

平原　繁治046427
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TEL 0944-76-4267

（有）平川土木 3,000 －4003無法

土１と１舗１水１
福岡県柳川市大和町塩塚９３９〒839-0243

平川　照光046433

TEL 0930-22-8405

冷水興業 －4005無個

土１と１舗１
福岡県行橋市西宮市４－１５－２２〒824-0031

冷水　信一046436

TEL 092-976-3839

（株）ヒロハウス 10,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡久山町大字久原２７０９－３６〒811-2501

広瀬　正美046440

TEL 0942-47-1398

平塚建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市大橋町合楽８９６－１３〒839-0832

平塚　保弘046448

TEL 093-244-8966

（有）久綱工務店 10,000 －4008無法

土１建１
福岡県中間市弥生１－１９－１０〒809-0028

久綱　優046455

TEL 092-938-5006

博高工業（有） 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県糟屋郡粕屋町酒殿２－１２－２３〒811-2303

金田　千壽046473

TEL 093-321-2219

（有）日野電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区旧門司１－１２－１３〒801-0854

日野　克彦046476

TEL 092-892-5533

（有）広川商会 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市西区室見が丘１－２６－４〒819-0035

坂口　隆046478

TEL 092-881-0582

広福建設興業（株） 10,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区小戸５－３－２０〒819-0001

三苫　竜二046479

TEL 092-871-1622

（有）樋口塗装店 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区梅林５－４６－５〒814-0144

樋口　泰將046486

TEL 092-806-7971

（有）ヒトシ電気工事店 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区周船寺３－５－３４〒819-0373

松尾　秀昭046487

TEL 0947-22-1567

（有）久喜建設工業 10,000 －4009無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町弁城２１３３－１〒822-1212

久冨　達弥046490

TEL 0942-27-0429

（株）ビーアンドアール 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市安武町武島７９４〒830-0071

田村　誠一郎046493
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TEL 092-692-6551

（有）日高断熱工業所 3,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市東区土井１－７－４５－１〒813-0032

日高　光也046495

TEL 092-611-0570

平元産業（株） 30,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区千代４－１８－３〒812-0044

平元　太046497

TEL 092-937-1065

（株）ヒヤマ 5,000 －4001無法

土１と１
福岡県糟屋郡志免町別府４－１４－６〒811-2205

坂口　正子046500

TEL 0942-78-2273

（有）光緑化建設 5,000 －4002有法

園１
福岡県久留米市北野町中川４８０－１〒830-1101

吉光　和也046505

TEL 093-293-6709

（有）日名子塗装 5,000 －4008無法

塗１
福岡県遠賀郡遠賀町大字木守７９４－１１〒811-4313

日名子　恭弘046508

TEL 0942-31-2000

平岡電気（株） 15,600 －4002有法

電１機１通１消１
福岡県久留米市東櫛原町８７１〒830-0003

平岡　光一046512

TEL 0930-52-1104

平川ガス（有） 3,000 －4005有法

土１電１管１水１
福岡県築上郡築上町大字東築城１０４２－７〒829-0101

平川　洋一046517

TEL 0944-72-3044

（有）ヒロマツ消防設備 5,000 －4003有法

電１管１消１
福岡県柳川市三橋町柳河８９４－７〒832-0806

中村　光伸046518

TEL 0948-72-1361

平埜建築しゃ －4010有個

建１
福岡県飯塚市北古賀９５９－６〒820-0703

平埜　廣行046523

TEL 093-512-0333

（有）聖興業 10,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区足立１－８－３〒802-0042

大島　大046524

TEL 0944-63-8877

（株）飛龍建設 20,000 －4003有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県みやま市瀬高町文廣１６８７〒835-0022

鬼丸　喜代人046527

TEL 092-581-9126

東建設 －4011無個

と１
福岡県春日市若葉台東４－１７〒816-0821

東　茂隆046535

TEL 093-223-5858

（有）平野エンヂニアリング 5,000 －4008無法

大１筋１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１３－４〒807-0133

川添　友幸046536
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TEL 092-947-6775

東工業（株） 10,000 －4001無法

土１管１水１消１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲７１６－１２〒811-2413

相良　洋介046537

TEL 092-885-2136

（有）ヒロケン工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市西区豊浜２－２３－１３〒819-0014

楢原　征雄046539

TEL 0948-29-2900

（有）日ノ出建設工業 5,000 －4010有法

土１建１と１舗１解１
福岡県飯塚市目尾５１５－６２〒820-0062

村山　朝子046540

TEL 092-935-2848

（有）久江設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡志免町別府４－４－２８〒811-2205

久江　清吾046548

TEL 092-923-7788

平島工務店 －4011無個

建１
福岡県太宰府市大字北谷８２５－１〒818-0114

平島　洋一046551

TEL 0944-52-7307

（株）東電業社 15,115 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字手鎌１５２５－１〒836-0004

東　政弘046556

TEL 0947-22-2274

日野工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡福智町神崎１６３０－１３〒822-1202

日野　　046558

TEL 093-472-5999

（株）みらい 3,000 －4008有法

土１園１水１
福岡県北九州市小倉南区中曽根３－７－３２〒800-0222

安本　浩喜046560

TEL 0944-62-2955

（有）久冨組 10,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県みやま市瀬高町本郷８４８〒835-0021

久冨　孝治046561

TEL 092-504-1088

（有）平野クレーン建設 5,000 －4011無法

土１と１舗１
福岡県大野城市川久保１－１５－１８〒816-0905

平野　薫046564

TEL 092-292-4829

（有）平野防災設備 3,000 －4001有法

電１消１
福岡県福岡市博多区吉塚１－１０－９〒812-0041

平野　孝志046567

TEL 092-661-0321

（有）兵藤工務店 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市東区松崎２－２２－３０〒813-0035

兵藤　茂勝046569

TEL 0947-42-3980

（有）時組 5,000 －4009無法

土１
福岡県田川市大字弓削田３０９２〒826-0041

時　肇047001
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TEL 093-621-0018

（株）エア・ガシズ北九州 29,530 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区築地町１６－６０〒806-0001

古川　博章047004

TEL 093-741-1820

（有）洞北緑地建設 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１園１水１
福岡県北九州市若松区大字大鳥居１４－２〒808-0133

栄　寿也047012

TEL 093-244-9355

（株）東勢工業 20,000 －4008無法

土１と１管１鋼１舗１機１水１
福岡県中間市池田１－２９－１〒809-0024

金子　幹生047013

TEL 093-613-1399

（有）同友建設 5,000 －4008無法

建１と１石１屋１内１
福岡県北九州市八幡西区上上津役６－２－７〒807-0072

石井　宏樹047015

TEL 0940-62-3315

（有）刀根建設 3,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県宗像市上八１９１０－１〒811-3513

刀根　三男047022

TEL 093-693-2515

（株）東洋建設 30,000 －4008有法

土２建２と１石１電１管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区折尾３－１２－２３〒807-0825

兼光　達守047024

TEL 093-883-5239

コクサイ建設工業（株） 5,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市戸畑区千防２－５－６〒804-0081

曽我部　正輝047027

TEL 092-441-7235

（有）東光電設 20,000 －4001無法

電２管１
福岡県福岡市博多区東光２－１４－２５〒812-0008

古賀　充047033

TEL 0947-63-2287

東光建設（有） 5,000 －4009無法

土１と１管１
福岡県田川郡大任町大字大行事２７４６〒824-0512

岩本　博紀047037

TEL 0942-26-7788

（株）時里組 20,000 －4002無法

土２建１と２鋼２舗２機１水２解２
福岡県久留米市荒木町今２２２－１〒830-0065

時里　功047041

TEL 0940-36-3467

（株）ノバック 30,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２塗２園２水２
福岡県宗像市王丸７２４－４〒811-3422

福田　博幸047046

TEL 092-722-1470

（有）土成興産 20,400 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市中央区港２－４－２１〒810-0075

水﨑　敦司047055

TEL 093-881-2140

（株）豊福組 20,000 －4008有法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市戸畑区北鳥旗町２－８〒804-0075

豊福　利光047056
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TEL 093-244-6972

（株）東栄建設 10,000 －4008無法

土１建１と１石１管１舗１し１水１解１
福岡県中間市通谷１－１９－３〒809-0018

東　友太郎047057

TEL 093-861-0255

東邦機工（株） 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市戸畑区牧山新町６－２６〒804-0054

吉野　浩二047065

TEL 093-661-8268

（有）友永電設工業 3,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市八幡東区山王１－１－１４〒805-0017

友永　英明047097

TEL 0942-78-3707

轟塗装（株） 10,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市北野町十郎丸２４１９－４〒830-1121

轟　美津子047113

TEL 092-926-1239

東宝リース（株） 10,000 －4011無法

土１と１鋼１
福岡県筑紫野市筑紫駅前通１－６７〒818-0022

時安　尋次047123

TEL 092-503-5114

東環工業（株） 11,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区西月隈４－８－２９〒812-0857

伊勢田　隆太047133

TEL 0946-42-5301

砥綿建設（有） 3,000 －4006有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県朝倉郡筑前町下高場３５２０－１〒838-0211

砥綿　義光047137

TEL 0930-22-1223

（有）富田建設 33,000 －4005無法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県行橋市大字延永８０４〒824-0068

富田　道孝047138

TEL 092-483-2118

（有）友清建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－２０－２０〒812-0896

友清　重次郎047142

TEL 093-561-7962

（有）東誠工業 3,000 －4008有法

鋼１機１
福岡県北九州市小倉北区中井１－３５－２３〒803-0836

東本　浩二047148

TEL 0943-24-1558

東和建設（株） 10,000 －4007無法

土１と１舗１
福岡県八女市川犬７４３－１〒834-0053

下川　征二047154

TEL 093-662-2996

（株）東和工業 10,000 －4008無法

建１塗１防１
福岡県北九州市八幡東区山王２－７－５〒805-0017

中柴　幸雄047155

TEL 093-963-0498

（株）常盤空調設備 10,000 －4008有法

電１管１機１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－２２－３０〒802-0821

谷口　貴幸047157
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TEL 093-223-3660

丸恒塗装 －4008無個

塗１
福岡県遠賀郡芦屋町浜口町６－２６〒807-0132

恒益　敬信047159

TEL 092-883-0944

徳丸建設工業（株） 10,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区姪の浜２－１３－２０－４０３〒819-0002

德丸　啓史047164

TEL 092-938-8092

（有）戸倉工業 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－７－１２〒811-2317

戸倉　藤光047169

TEL 093-245-1237

遠嶋工業 －4008無個

鋼１
福岡県中間市岩瀬３－１６－３〒809-0011

遠嶋　武治047174

TEL 092-862-5786

（有）冨永建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区樋井川１－２２－１１〒814-0153

冨永　久雄047177

TEL 0979-82-2374

（株）豊成建設 40,000 －4005無法

土２建２と２石２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県豊前市大字八屋１７５３－１〒828-0021

松下　武文047184

TEL 092-586-0888

（株）都市開発 40,000 －4001有法

土２園２
福岡県福岡市博多区麦野６－２４－２３〒812-0882

岩永　浩徳047185

TEL 093-613-0050

藤幸建設（有） 3,000 －4008無法

建１大１左１と１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１解１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西２－２３－５〒807-0074

向井　宣雄047188

TEL 093-341-2234

（株）唐和建設工業 10,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市門司区大字大積７２５－３１〒801-0811

松田　育雄047199

TEL 0949-22-6228

（有）トーエー増改築センター 3,000 －4004無法

建１内１
福岡県直方市知古２－９－６〒822-0022

大藤　洋三047203

TEL 093-953-7756

東和舗道（株） 8,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区朽網東４－３－１０〒800-0232

小松　雄三047208

TEL 0944-51-5846

豊岡住器 －4003無個

管１
福岡県大牟田市大字歴木１４７３－１〒837-0924

豊岡　光男047218

TEL 0948-29-8775

東洋興産（株） 10,000 －4010無法

土１と１舗１塗１解１
福岡県飯塚市鯰田２２５６－３〒820-0001

隈本　幸子047227
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TEL 0940-32-9455

（有）徳本組 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県宗像市須恵３－８－２３〒811-3405

徳本　佳苗047234

TEL 092-976-2065

（有）東洋プラント 3,000 －4001有法

土１管１機１水１
福岡県糟屋郡久山町大字久原字証拠２２３１－４〒811-2501

梶原　茂則047250

TEL 092-933-4037

豊田設備 －4001無個

土１管１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵７７７－１〒811-2114

豊田　幹也047251

TEL 092-413-0855

（株）都市資源開発 30,000 －4001有法

土２と２解２
福岡県福岡市博多区東光２－１６－１８〒812-0008

田篭　英治047267

TEL 0947-73-3055

（有）トーヨー技建 3,000 －4009無法

土１建１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原７２５－４〒827-0004

城戸　豊喜047268

TEL 093-613-3118

（有）トキオ 5,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町１－９－８〒807-0842

時尾　幸治047269

TEL 092-812-6547

（有）藤建 3,000 －4001無法

土１建１大１
福岡県福岡市西区大字羽根戸７９３－１〒819-0038

武藤　惠里047271

TEL 092-944-6311

（有）富永住宅 3,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県古賀市舞の里５－２０－２１〒811-3114

冨永　信047276

TEL 0943-32-0607

（有）友野建設 5,000 －4007無法

土１と１舗１水１
福岡県八女郡広川町大字川上１８１〒834-0113

友野　由美子047277

TEL 092-806-7811

（株）冨永商店 10,000 －4001有法

管１水１
福岡県福岡市西区大字飯氏８５８－３〒819-0371

冨永　俊047291

TEL 093-513-1622

東九エレベータ（株） 10,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町１－３－１３〒802-0016

唐島　隆幸047293

TEL 0947-72-3640

（有）東建 3,000 －4009有法

土１建１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１５６－３〒827-0003

小田　直樹047306

TEL 0947-44-6641

（有）豊永重機建設 5,000 －4009無法

土１と１舗１水１解１
福岡県田川市大字川宮１６５６－５〒826-0042

豊永　哲男047310
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TEL 093-481-2279

富田建設（有） 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市門司区吉志３－１２－５〒800-0114

富田　雄二047313

TEL 092-407-3677

（有）水流電気工事 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区生の松原１－１０－１３〒819-0055

水流　信幸047314

TEL 0942-33-4203

（有）豊福木工所 8,000 －4002無法

内１具１
福岡県久留米市梅満町１２８２－４〒830-0048

豊福　ゆかり047318

TEL 092-662-2555

（株）刀根 20,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県福岡市東区唐原５－４－１３〒813-0001

刀根　隆徳047332

TEL 092-553-3353

東洋テクニカ（株） 10,000 －4001有法

建１塗１防１
福岡県福岡市南区西長住２－１－６３〒811-1361

山田　義二047334

TEL 093-511-4878

（有）東邦電化サービス 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町１－２－１１〒802-0016

立石　彰047335

TEL 0979-82-3181

（有）豊玉産業 3,000 －4005無法

園１
福岡県豊前市大字八屋２４６７－１〒828-0021

玉浦　清次郎047342

TEL 092-323-6201

蔵持工業 －4001無個

土１左１と１
福岡県糸島市蔵持８３７－１〒819-1141

　永　武春047343

TEL 092-452-2430

トマト建設（株） 20,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市博多区東光２－１－２１〒812-0008

富永　英二047348

TEL 092-521-8067

東亜建設（株） 20,072 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市南区市崎１－２－８〒815-0084

三浦　純一047352

TEL 093-475-7448

（株）トリア 10,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１電１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区津田新町３－１－１０－２０１〒800-0227

坂本　康弘047353

TEL 092-323-4134

（株）冨岡ガラス店 10,000 －4001無法

ガ１具１
福岡県糸島市波多江１７６－１〒819-1104

冨岡　司047361

TEL 092-710-1331

（有）東亜ホーム 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区玉川町１５－２０－４０１〒815-0037

牛島　數重047367
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TEL 0944-86-2330

（株）トイップエシマ 21,000 －4003無法

内１具１
福岡県大川市大字下青木１８８－８〒831-0001

江島　廣典047370

TEL 093-883-8972

東洋緑地（株） 22,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２園２
福岡県北九州市八幡西区泉ヶ浦２－２２－４１〒807-0854

池田　幸江047381

TEL 0949-42-7155

（株）東陽 20,000 －4004無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２１１－６〒807-1305

白川　春海047382

TEL 092-806-2980

（有）冨田建設 8,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市西区大字宇田川原１９４〒819-0372

冨田　幸一047387

TEL 092-934-0700

（有）トライワーク 6,000 －4001無法

建１板１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵９９８－１３〒811-2114

八ッ繁　文男047393

TEL 0944-62-3115

戸上造園 －4003無個

園１
福岡県みやま市瀬高町河内１８５６〒835-0014

戸上　鶏太047395

TEL 0949-24-0066

（有）友原興建 3,000 －4004無法

土１建１具１
福岡県直方市新町１－２－８〒822-0015

友原　治正047396

TEL 0930-24-0218

昭和工業 －4005無個

管１
福岡県行橋市南大橋４－１７－２７〒824-0032

友成　新吾047402

TEL 0947-73-3450

（有）智栄商事 5,000 －4009有法

管１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１０４２－１〒827-0003

押名　俊郎047406

TEL 0942-27-8252

（株）ユニテック 32,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市山川追分１－５－１〒839-0814

橋本　秀文047407

TEL 092-863-6300

（株）藤和 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区飯倉６－２５－１２〒814-0161

齋藤　良一047409

TEL 0944-86-5466

（有）東栄コンポーネント 5,000 －4003無法

内１具１
福岡県大川市大字津１３６－５〒831-0035

東　栄介047410

TEL 092-791-8015

（株）東和土質 15,000 －4001有法

と１井１
福岡県福岡市南区大楠１－３０－２１〒815-0082

境　博己047415
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TEL 092-864-1561

西福岡建装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区賀茂１－３８－１６〒814-0164

富永　一登047421

TEL 0949-42-8880

（有）東洋開発 3,000 －4004無法

土１と１舗１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３１６９ー２９〒807-1312

岩下　喜久枝047422

TEL 093-617-2045

（有）時吉産業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区岩崎３－７－７〒807-1153

時吉　芳昭047429

TEL 092-953-3981

（有）トーケンインテリア 3,000 －4011無法

建１内１
福岡県那珂川市片縄西４－４－３０〒811-1201

米岡　智明047431

TEL 0944-76-5381

（有）銅吉 3,000 －4003無法

建１と１屋１
福岡県柳川市大和町中島１４８４－１〒839-0254

西田　真吾047432

TEL 0947-44-2905

（有）トキワ工業 3,000 －4009有法

消１
福岡県田川市大字川宮３３７－１〒826-0042

野中　竹彦047439

TEL 0948-21-0217

（有）徳永建設 5,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市太郎丸４０５－３７〒820-0076

德永　穣047442

TEL 093-531-6785

（株）リズ・トーチク 20,000 －4008有法

建２大２電１管１内２
福岡県北九州市小倉北区魚町１－２－５〒802-0006

井上　弘047444

TEL 0944-32-2104

（有）徳永鉄筋 3,500 －4003無法

筋１
福岡県三潴郡大木町大字上八院１０９９〒830-0417

徳永　浩治047449

TEL 0942-26-5546

（有）時里土木建設 3,000 －4002無法

土１建１と１舗１解１
福岡県久留米市荒木町今３２９－２〒830-0065

時里　弘之047450

TEL 0948-22-4705

田中産業（有） 10,000 －4010有法

土１と１石１舗１し１
福岡県飯塚市太郎丸１２３７〒820-0076

田中　幸雄050008

TEL 093-571-4038

田中打設工業（株） 10,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区高峰町１－２〒803-0826

石田　博幸050011

TEL 092-571-1178

大當（株） 10,000 －4001有法

土１管１
福岡県福岡市南区柳瀬１－６－７〒811-1321

木下　耕一郎050012
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TEL 093-571-1043

（有）高松組 4,000 －4008無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区高尾１－３０－６〒803-0853

高松　忠一050033

TEL 093-521-6640

田村産業（株） 30,000 －4008有法

建１大１屋１タ１ガ１内１機１具１
福岡県北九州市小倉北区神幸町１０－１２〒802-0038

田村　雅史050035

TEL 092-811-1826

玉田建具（有） 5,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市西区大字飯盛３７３－６〒819-0037

玉田　雄也050048

TEL 092-933-7531

タイセイ電機（株） 60,000 －4001有法

電２
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２－６－１〒811-2128

小形　友孝050057

TEL 0947-44-3340

合同ガス（株） 10,000 －4009有法

管１
福岡県田川市大字伊田２８２４〒825-0002

園　明夫050112

TEL 0946-42-2278

（株）太陽エコシス 10,000 －4006有法

建１管１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈１５６－６〒838-0215

松本　茂050153

TEL 092-651-6644

（有）田上組 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市博多区竪粕２－２０－１９〒812-0043

田上　慶太050160

TEL 093-791-3046

太陽電設工業（有） 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市若松区東二島１－９－３４〒808-0102

佐古野　修050169

TEL 092-410-7743

（株）大幸建設 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区高美台２－４０－２２〒811-0215

徳永　真丈050187

TEL 092-291-8394

タグチ工業（株） 80,000 －4001有法

建１電１鋼１塗１機１
福岡県福岡市博多区古門戸町３－１〒812-0029

田口　一生050194

TEL 0948-24-0007

大一通信工業（株） 10,000 －4010無法

土１と１電１通１
福岡県飯塚市横田７１９－１〒820-0044

吉森　三千孝050201

TEL 092-581-5305

髙橋電業（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市博多区井相田３－１２－２１〒812-0881

高橋　誠一050228

TEL 092-811-2243

高島建設（株） 25,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市城南区梅林５－１０－２〒814-0144

高嶋　良行050259
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TEL 092-501-7000

（株）大名建設 20,000 －4011無法

建２
福岡県春日市大土居１－１００〒816-0847

江　　優050274

TEL 092-891-4349

田中工業 －4001無個

左１タ１
福岡県福岡市西区福重３－２４－６〒819-0022

田中　國男050279

TEL 0942-34-3973

大丸硝子（株） 12,000 －4002無法

ガ１具１
福岡県久留米市津福今町字新堀２２６－５〒830-0061

田中　廣050300

TEL 093-613-3311

（株）大東 10,000 －4008有法

電１管１機１
福岡県北九州市八幡西区小嶺２－１６－４５〒806-0081

能美　由希子050302

TEL 092-864-2727

（有）田中電工 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市城南区東油山４－１１－５〒814-0155

田中　太朗050317

TEL 093-662-6070

竹村産業（株） 10,000 －4008無法

塗１絶１
福岡県北九州市八幡東区前田２－５－１８〒805-0069

竹村　拓浩050342

TEL 0930-23-3621

（有）大清軌工 3,000 －4005無法

土１
福岡県行橋市行事５－８－２３〒824-0001

町田　利男050356

TEL 0930-56-0448

田原産業 －4005無個

土１建１舗１水１
福岡県築上郡築上町大字臼田６４２〒829-0302

田原　静雄050376

TEL 093-533-5686

太陽建設（株） 20,000 －4008無法

と２解２
福岡県北九州市小倉北区下富野４－２０－１５〒802-0023

松井　祐也050404

TEL 093-631-0812

高橋建設（株） 20,000 －4008無法

土１建２大１と２石２タ１鋼２舗２し２塗２内１水１解２
福岡県北九州市八幡西区陣原１－１－２４〒807-0821

山下　恵子050408

TEL 093-951-5985

多田スプレー工業 －4008無個

塗１防１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸２－１０－２０〒802-0061

多田　信雄050415

TEL 092-588-2260

（株）リオス 23,000 －4001有法

電２管１通１消１
福岡県福岡市博多区井相田２－８－１５〒812-0881

髙山　幸治050440

TEL 0946-74-2407

高藤工務店 －4006無個

土１建１
福岡県朝倉郡東峰村大字鼓２３７１－１〒838-1602

高藤　輝昭050443
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TEL 0948-25-1315

竹中機設（株） 31,000 －4010無法

土２建２大２左２と２石２鋼２筋２舗２し２塗２防２機１水２解２
福岡県飯塚市目尾４９８－４〒820-0062

竹中　光義050447

TEL 0948-22-4896

（株）多賀谷建設 25,000 －4010有法

土１と１舗１し１解１
福岡県飯塚市相田１０８２〒820-0052

多賀谷　勇気050457

TEL 0944-54-9090

（有）田中鉛工 3,000 －4003無法

管１
福岡県大牟田市亀谷町１３２－１〒836-0823

田中　詳三050488

TEL 093-772-3700

大設工機（株） 10,000 －4008無法

と１管１機１
福岡県北九州市若松区南二島２－１２－１３〒808-0109

鳩山　征人050510

TEL 093-651-0279

（株）大弥 26,000 －4008無法

土２と２管２舗２水２
福岡県北九州市八幡東区中尾３－７－８〒805-0025

中尾　将治050514

TEL 0942-43-6605

（株）髙木組 20,000 －4002有法

土２建１大１と２管１舗２内１水２解２
福岡県久留米市合川町１５６－８〒839-0861

髙木　大蔵050542

TEL 093-602-8582

（有）大久電業社 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城東２－１２－６〒807-0815

桑原　高博050565

TEL 092-621-8614

（有）田中電機製作所 3,000 －4001無法

電１機１
福岡県福岡市博多区吉塚８－７－３５〒812-0041

田中　信050582

TEL 0948-57-2940

田中工務店 －4010有個

土１建１
福岡県嘉麻市上西郷４７２－３〒820-0306

田中　篤美050584

TEL 093-472-1798

高瀬建設（株） 40,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市小倉南区大字貫１８６８〒800-0245

高瀬　しのぶ050601

TEL 093-371-3331

第一バルブエンヂニヤリング（株） 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市門司区松原１－５－１０〒800-0064

大内　隆久050659

TEL 092-804-1446

高尾造園 －4001無個

園１
福岡県福岡市早良区大字脇山２４３０－１〒811-1111

高尾　図志雄050699

TEL 092-884-2883

（株）高城舗道 20,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市西区愛宕２－１８－１２〒819-0015

鶴田　登志夫050721
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TEL 0940-42-0513

（株）田畑建設 50,000 －4008無法

建２
福岡県福津市西福間３－１５－１０〒811-3219

田畑　博規050723

TEL 0930-56-2345

（株）竹中建設 10,000 －4005有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県築上郡築上町大字宇留津１１８４〒829-0341

竹中　利幸050732

TEL 092-812-3136

（株）タイト綜合管理 30,000 －4001有法

土１建１電１管１塗１機１園１水１
福岡県福岡市西区戸切３－３８－１４〒819-0032

岸本　幸児050765

TEL 0947-42-3006

（株）太平産業 5,000 －4009有法

土１建１と１園１解１
福岡県田川市大字弓削田３２１７－１〒826-0041

澤村　清太郎050832

TEL 092-571-5736

（株）大興 10,000 －4011有法

土１建１と１解１
福岡県春日市小倉６－１１〒816-0824

平岡　輝夫050837

TEL 092-881-1382

（株）高野商店 8,000 －4001有法

建１管１
福岡県福岡市西区小戸４－５－２８〒819-0001

高野　芳隆050864

TEL 0944-58-5727

（有）大陶洋瓦 3,000 －4003無法

屋１
福岡県大牟田市大字白銀２５８－１〒837-0912

徳永　繁太郎050866

TEL 0930-52-1638

大洋建設（株） 40,000 －4005無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県築上郡築上町大字東築城１３４－２〒829-0101

川端　秀文050870

TEL 092-892-5516

（株）大一開発 40,000 －4001無法

土１と１舗１通１園１水１解１
福岡県福岡市西区戸切３－３０－８〒819-0032

吉森　三千孝050871

TEL 092-891-3900

タイセイ商事（有） 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区拾六町１－１２－８〒819-0041

末久　修050890

TEL 093-617-6511

（株）髙野工務店 25,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区岩崎１－１－１１〒807-1153

髙野　耕一050897

TEL 092-841-2051

大協建設（株） 30,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市城南区鳥飼６－２３－２５〒814-0103

権丈　泰浩050905

TEL 0949-26-1515

髙宮鐵工（株） 10,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１
福岡県直方市知古１－６－１４〒822-0022

髙原　武彦050917
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TEL 0948-65-3253

谷口住設 －4010無個

管１
福岡県嘉穂郡桂川町土師３３６３－３〒820-0607

谷口　紀　男050947

TEL 0948-22-2713

高木冷機店装（株） 10,000 －4010無法

電１管１
福岡県飯塚市菰田西３－１４－３６〒820-0017

高木　信明050956

TEL 0979-22-4813

拓伸建設（株） 15,000 －4005有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１内１水１解１
福岡県築上郡吉富町大字広津７３４－１３〒871-0811

有光　紀男050962

TEL 093-201-4352

（株）ダイワ設備 10,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県遠賀郡水巻町下二東２－４－１６〒807-0053

宮川　貴光050974

TEL 093-882-5598

（株）伊藤工業 49,800 －4008無法

土２と２鋼２舗２塗２機１水２解２
福岡県北九州市戸畑区浅生２－６－１５〒804-0062

伊藤　兼浩051007

TEL 093-761-5695

（有）出雲板金 3,000 －4008無法

屋１板１
福岡県北九州市若松区浜町１－１５－２３〒808-0024

出雲　敏夫051023

TEL 093-621-0283

（有）岩﨑グループ 8,500 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡西区青山２－１０－６１〒806-0043

岩﨑　喜代二051036

TEL 093-871-6281

（有）井本工業 3,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区高峰１－６－１９〒804-0051

井本　千代子051042

TEL 093-691-0509

（有）井出製作所 6,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区友田１－１２－１〒807-0828

井出　惠三051052

TEL 093-921-5045

（有）伊原工務店 3,000 －4008無法

土１建１大１と１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区熊本３－１－１４〒802-0044

伊原　信隆051065

TEL 092-692-1485

井上総合サッシ（株） 10,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡志免町桜丘１－９－４〒811-2201

井上　凡夫051089

TEL 0944-52-3161

（株）今村組 30,000 －4003有法

土２建２水２解２
福岡県大牟田市中白川町２－３８〒837-0927

今村　勝之051198

TEL 092-863-2311

（株）インテリアおおつか 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区茶山２－２５－１８〒814-0111

大塚　路子051218
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TEL 093-962-1264

泉建設（株） 25,000 －4008無法

土２と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区南方３－２２－１２〒802-0976

泉　建治051227

TEL 092-922-6108

石丸電設（株） 25,000 －4011無法

電１通１
福岡県筑紫野市二日市北８－１－３〒818-0056

石丸　隆重051236

TEL 0942-26-0039

（株）イスコ 10,000 －4002無法

屋１タ１鋼１内１
福岡県久留米市野伏間１－１５－１８〒830-0058

今村　敏矢051246

TEL 093-882-7575

（有）井本建設 3,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市戸畑区千防３－１６－３〒804-0082

井本　和宏051247

TEL 092-623-3535

（株）インテリア三光 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市東区原田４－１９－１２〒812-0063

鳥谷　哲弘051255

TEL 092-831-1808

（有）石山板金 3,000 －4001無法

屋１板１
福岡県福岡市早良区小田部１－２９－５３〒811-0032

石山　隆一051260

TEL 0942-34-7621

岩橋塗装工業（株） 10,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市津福本町１１２５－１３〒830-0047

岩橋　栄司051310

TEL 0948-29-1725

飯塚道路建設（株） 20,500 －4010有法

土２と２舗２解２
福岡県飯塚市平恒５１５－１９〒820-0073

長竹　一三051339

TEL 092-572-2001

飯尾建設（株） 20,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市南区柳瀬２－１７－１７〒811-1321

大沼　知紀051358

TEL 0947-46-2437

（有）伯々上板金工業 3,000 －4009無法

屋１板１
福岡県田川市大字川宮３５０－１１〒826-0042

伯々上　浩昭051374

TEL 0946-22-3453

（有）井本電設 3,000 －4006無法

電１
福岡県朝倉市小田１３１４－２〒838-0051

井本　嘉和051377

TEL 0946-62-0338

（株）池田組 10,000 －4006無法

土１建１管１舗１
福岡県朝倉市杷木久喜宮１５１２－１〒838-1514

池田　功051443

TEL 0944-55-1955

石橋建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市天道町１２６－１〒836-0896

石橋　和義051445
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TEL 092-606-2609

（有）今泉設備工業 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市東区雁の巣１－５－１１〒811-0206

今泉　久男051455

TEL 0942-72-2932

井上工業 －4002無個

左１
福岡県小郡市干潟１１１４－４〒838-0112

井上　勝　051476

TEL 0948-22-5047

（有）岩下電気商会 5,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市平恒２００－１５〒820-0073

岩下　敏子051530

TEL 093-511-0036

伊﨑建設工業 －4008無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１塗１防１内１水１
福岡県北九州市小倉北区富野台５－２４〒802-0033

伊﨑　滿隆051562

TEL 0944-32-0613

岩永設備 －4003有個

土１管１水１
福岡県三潴郡大木町大字大角１９６８－１〒830-0403

岩永　勲051563

TEL 093-921-2202

（株）井上光産 10,000 －4008無法

土１と１解１
福岡県北九州市小倉北区黒住町１５－９〒802-0056

井上　敬一051586

TEL 093-652-3170

（株）岩城組 50,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県北九州市八幡東区荒生田２－１－１９〒805-0015

岩城　健司051592

TEL 093-961-3891

（有）伊崎建設 16,000 －4008無法

土１建１と１石１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区石田町６－１〒802-0838

伊﨑　学051612

TEL 093-571-3948

（有）インテリア多村 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区親和町５－２３〒803-0805

多村　敏明051646

TEL 093-331-1738

飯野物産（株） 15,000 －4008有法

建１大１屋１電１管１タ１内１
福岡県北九州市門司区栄町１－５〒801-0863

飯野　真一051695

TEL 0947-45-9723

石井工務店 －4009無個

土１と１舗１
福岡県田川市大字位登５１７〒826-0044

石井　重秋051705

TEL 09492-2-2664

（株）今井組 20,000 －4004無法

土２建２と２舗２水２
福岡県直方市大字畑２７２－１〒822-0004

八尋　真也051789

TEL 093-201-2511

（有）入江設備 5,000 －4008無法

管１水１
福岡県遠賀郡水巻町下二西２－１－１〒807-0052

山上　秀彦051825
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TEL 092-801-1212

板倉冷機工業（株） 25,001 －4001有法

電１管２板１絶１
福岡県福岡市城南区七隈６－６－６〒814-0133

板倉　勉051826

TEL 093-436-2027

（株）アイ・ケイ・エス 15,000 －4005有法

電１鋼１機１
福岡県京都郡苅田町幸町７－１４９〒800-0314

石山　安史051840

TEL 0948-24-2826

石川鳳舞園 －4010無個

土１園１
福岡県飯塚市舎利蔵６３１〒820-0087

石川　正保051842

TEL 093-671-4294

入江電気商会 －4008有個

電１
福岡県北九州市八幡東区春の町１－３－１８〒805-0050

入江　高利051855

TEL 092-938-2914

因建設（株） 30,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻６８－２〒811-2313

因　善嗣051921

TEL 0948-23-5511

（有）飯塚緑化建設 7,000 －4010有法

土１管１園１
福岡県飯塚市相田８８４－４〒820-0052

小畠　政則051923

TEL 0940-42-6858

伊東建設 －4008無個

建１
福岡県福津市上西郷１１３４－２〒811-3207

伊東　新一051933

TEL 093-962-8589

（有）大塚工務店 5,000 －4008無法

土１と１石１管１舗１し１水１消１
福岡県北九州市小倉南区下石田１－３－３〒802-0832

宇都宮　万倫051967

TEL 092-516-6161

（株）井上建設 10,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区青葉５－１２－４〒813-0025

井上　政機051973

TEL 093-931-2411

市川土木（株） 10,000 －4008無法

土１と１舗１解１
福岡県北九州市小倉南区重住１－２－５〒802-0811

後藤　八千代051975

TEL 093-602-1233

小田原基礎 －4008無個

土１と１
福岡県北九州市八幡西区光貞台３－３－９〒807-0805

小田原　建次052011

TEL 092-432-4440

（株）オークス建設 50,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区山王２－１－１６〒812-0015

岡田　圭三052016

TEL 093-372-1131

岡野バルブ製造（株） 1,286,250 －4008有法

と２管２機２解２
福岡県北九州市門司区中町１－１４〒800-0039

岡野　武治052019
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TEL 093-282-3733

（有）緒方建設 49,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡岡垣町桜台５－５〒811-4221

緒方　重徳052028

TEL 093-472-7188

大楠建業 －4008無個

土１建１左１水１
福岡県北九州市小倉南区下貫４－９－３〒800-0236

大楠　繁052034

TEL 093-619-3773

（株）オオタニ 20,000 －4008無法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２内２園１水２
福岡県北九州市八幡西区金剛１－１－５〒807-1263

井上　智博052036

TEL 093-962-2733

大石建設（株） 10,000 －4008無法

建１大１と１内１解１
福岡県北九州市小倉南区横代葉山５－２５〒802-0825

大石　佳之輔052041

TEL 0948-57-2188

（有）大里興業 10,000 －4010有法

土１と１電１
福岡県嘉麻市桑野２０５０－１〒820-0313

大里　芳久052042

TEL 093-282-2468

奥村建設 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切１５４４－２〒811-4222

奥村　昇二052096

TEL 093-661-8600

（株）オークラ 48,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡東区春の町５－１－４１〒805-0050

長冨　敬052102

TEL 0944-87-4424

緒方建築 －4003無個

建１
福岡県大川市大字中古賀７０２－１〒831-0006

緒方　博美052119

TEL 093-611-2286

（株）大石工務店 20,000 －4008無法

土１建１
福岡県北九州市八幡西区下上津役２－１７－２〒807-0075

大石　正明052129

TEL 093-962-6595

（株）尾木建工 10,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市小倉南区企救丘５－１８－５〒802-0981

尾木　裕介052130

TEL 093-611-2125

（有）應谷工業 10,000 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区春日台１－１１－１５〒807-0844

應谷　利洋052156

TEL 0930-22-6642

奥村設備 －4005無個

電１
福岡県行橋市南大橋２－１５－８〒824-0032

奥村　修身052162

TEL 092-811-8225

岡部建材工業（株） 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市西区大字羽根戸６８７－５〒819-0038

岡部　周二052200
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TEL 093-201-6400

（株）ＯＭテック 10,000 －4008無法

建１鋼１
福岡県遠賀郡水巻町吉田南４－４－１７〒807-0042

小倉　数馬052203

TEL 093-883-9802

（有）大村工務店 5,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市八幡東区帆柱１－６－１〒805-0056

大村　裕二郎052263

TEL 093-761-5000

風雅堂 －4008無個

内１
福岡県北九州市若松区白山１－１７－９〒808-0035

奥森　清陽052300

TEL 0947-28-4917

奥永水道 －4009無個

管１水１
福岡県田川郡福智町赤池７３０〒822-1101

奥永　昌三052350

TEL 093-621-1856

岡部住建 －4008有個

建１
福岡県北九州市八幡西区引野３－４－１６〒806-0067

岡部　和夫052373

TEL 092-651-4847

（株）小山社寺工業所 20,000 －4001無法

建２屋２
福岡県福岡市東区馬出５－３６－４３〒812-0054

小山　眞人052379

TEL 0948-23-5007

（有）大谷建設 4,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市相田６８１－１〒820-0052

中島　智江052390

TEL 0944-56-5310

大牟田プロパン住宅用機器（有） 5,000 －4003有法

管１
福岡県大牟田市泉町１－６〒836-0831

河野　起實052419

TEL 092-501-5611

（有）オオサキコーポレーション 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区昭南町２－１－１〒812-0876

大村　百代052430

TEL 093-601-1528

（株）折園 20,000 －4008有法

土１と１石１園２
福岡県北九州市八幡西区大膳１－１４－２２〒807-0863

門司　大介052431

TEL 093-201-5735

（有）伸誠 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡水巻町頃末北２－８－１６〒807-0022

田中　スミヨ052438

TEL 093-617-2700

大迫建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区茶屋の原１－４－１１〒807-1134

大追　正明052441

TEL 093-871-6778

（株）大石建設工業 20,000 －4008無法

土１建２と１鋼２舗１水１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸４－２８〒804-0077

大石　裕之052443
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TEL 092-582-6535

（株）大町建装店 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市博多区南八幡町２－１－１２〒812-0886

大町　城一郎052465

TEL 092-871-6663

アドダイ －4001無個

建１内１
福岡県福岡市城南区七隈３－２０－２５〒814-0133

大原　和男052491

TEL 0944-56-1272

大牟田防災工業（株） 10,000 －4003有法

電１消１
福岡県大牟田市天領町１－４０－１〒836-0054

近藤　隆士052492

TEL 0948-22-9028

オガワ設備工業（株） 20,000 －4010無法

管２
福岡県飯塚市花瀬１３９－４〒820-0045

小川　陽一052496

TEL 093-621-0267

大町建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区穴生４－１６－２－１０６〒806-0049

大町　正己052498

TEL 093-871-6255

（株）鬼丸塗装 20,000 －4008無法

塗２防２
福岡県北九州市戸畑区一枝１－５－２０〒804-0021

鬼丸　隆052558

TEL 093-582-0198

小倉（株） 30,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区弁天町１－２８〒803-0856

小倉　昭二052590

TEL 09448-8-0033

（株）大川鉄工 15,000 －4003有法

土１建１鋼１機１
福岡県大川市大字酒見５３５〒831-0016

三砂　豊博052604

TEL 092-811-1764

西部環境（株） 30,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市西区大字飯盛４２６－５－１０３〒819-0037

林　カズ子052606

TEL 0948-25-4083

（有）大村建設 6,500 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市中１１２１－４〒820-0065

大村　義信052617

TEL 092-921-5528

尾上鉄工（株） 10,000 －4011無法

鋼１
福岡県太宰府市大字北谷１０９６－５〒818-0114

尾ノ上　順治052627

TEL 0940-43-0768

落石設備商会 －4008無個

管１水１
福岡県福津市津丸８２９－１〒811-3222

落石　靖052643

TEL 093-921-3824

（有）尾﨑商事 3,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区若園２－６－２６〒802-0816

尾﨑　浩章052651
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TEL 0940-33-0953

（有）奥井建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市自由ヶ丘９－１３－３〒811-4163

奥井　誠052674

TEL 0942-35-3233

（株）小川製作所 20,000 －4002有法

土１建１鋼１機１
福岡県久留米市白山町５５９〒830-0041

小川　朗052686

TEL 093-613-3677

（株）大平築炉 10,020 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡西区大平１－５－１１〒806-0083

川﨑　秀仁052690

TEL 0979-82-5203

（株）尾家興産 30,000 －4005有法

土１建１と１鋼１舗１し１水１
福岡県豊前市大字久路土１５９０〒828-0048

尾家　清孝052693

TEL 093-282-0015

大谷重機（有） 3,000 －4008有法

土１と１舗１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津１－８－１２〒811-7231

大谷　芳江052702

TEL 0930-56-4372

大浜建設工業（株） 40,000 －4005有法

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
福岡県築上郡築上町大字坂本５２３－１〒829-0321

尻無濱　公人052707

TEL 092-503-5511

大部電工（株） 10,000 －4011無法

電１内１
福岡県大野城市川久保１－４－１〒816-0905

大部　勝義052721

TEL 0948-22-6197

大野組 －4010有個

土１建１
福岡県飯塚市南尾２３１〒820-0072

大野　秀成052726

TEL 0948-23-5259

（株）大藤鉄工 10,000 －4010無法

鋼１
福岡県飯塚市潤野１１３３－１１〒820-0021

大藤　弘実052751

TEL 093-481-4894

（有）大野機工 20,000 －4008有法

土２と２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市門司区大字猿喰９２６－１〒800-0102

大野　正廣052772

TEL 093-871-1810

（株）小田冷凍工業 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－８－３８〒804-0031

小田　信好052786

TEL 092-801-1707

（有）岡久建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区賀茂２－４２－７〒814-0164

岡　勝則052788

TEL 092-431-2751

（株）小笠原 20,000 －4001有法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－１２－２５〒812-0016

小笠原　正行052803
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TEL 093-223-0270

（有）大庭鉄工所 6,000 －4008無法

管１鋼１水１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３５－１５〒807-0141

大庭　靖次052810

TEL 0942-62-3175

市川技建工業（株） 20,000 －4002無法

土１建１と１管１鋼１解１
福岡県久留米市城島町六町原３２３－１〒830-0206

市川　恵蔵052816

TEL 092-281-3076

（株）小野工業 20,000 －4001有法

大１と１筋１
福岡県福岡市博多区冷泉町１－３エクセレンス祇園２１３号〒812-0039

小野　隆徳052818

TEL 093-282-7352

（有）大村工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡岡垣町東松原２－３－２０〒811-4228

大村　政彦052837

TEL 0948-23-3168

岡村建設 －4010有個

土１建１と１舗１園１水１
福岡県飯塚市目尾１０４９－２〒820-0062

岡村　幸一052840

TEL 0946-42-2203

（株）岡嶋建設 20,000 －4006無法

土２と２舗２水２
福岡県朝倉郡筑前町東小田２７９７〒838-0214

松本　広052846

TEL 092-553-1231

（株）大島組 50,000 －4001無法

土２と２水２
福岡県福岡市南区長住１－１－４６〒811-1362

大島　直也052859

TEL 093-381-6545

ピーエスヴイ（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区西新町２－１－３〒800-0056

加藤　博宣052860

TEL 092-924-2010

オカムラ住研 －4011有個

建１
福岡県太宰府市御笠５－６－５〒818-0110

岡村　健二052889

TEL 092-921-8531

（有）大浦社寺建築社 8,000 －4011有法

建１
福岡県太宰府市大字北谷３４４－３〒818-0114

大浦　与一052890

TEL 092-651-2140

（株）鬼木商店 10,000 －4001有法

管１水１
福岡県福岡市東区馬出５－３６－４１〒812-0054

山岸　泰洋052898

TEL 092-801-8190

小野電気工事（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区長尾４－２－１６〒814-0123

小野　康英052916

TEL 093-951-1864

（有）大西工業 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉南区城野４－１－３６〒802-0802

大西　俊男052919



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

242頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-925-7564

シージー設備（株） 10,000 －4011無法

土１管１水１
福岡県筑紫野市紫２－１２－１２〒818-0061

吉田　豊052927

TEL 093-581-4327

岡﨑建工（株） 50,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２
福岡県北九州市小倉北区下到津５－９－２２〒803-0846

岡﨑　毅052957

TEL 093-571-5865

大東電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉北区皿山町２４－３〒803-0854

大東　政治052972

TEL 0947-46-3638

大木建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川市中央町６－６〒825-0013

大木　清052977

TEL 0944-57-1817

福岡トーヨー（株） 20,000 －4003有法

建１ガ１具１
福岡県大牟田市下白川町２－５４７〒837-0928

櫻井　信也052986

TEL 092-591-6176

岡部建設（株） 10,000 －4011無法

土１建１
福岡県春日市下白水南３－８５－３〒816-0846

岡部　博和052987

TEL 093-531-4071

（株）岡村 40,000 －4008無法

建１塗２防１
福岡県北九州市小倉北区須賀町１４－１４〒802-0034

岡村　アヤ子052989

TEL 0947-28-2597

（有）太田組 10,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡福智町上野３１３－２〒822-1102

太田　智数052994

TEL 0948-52-1712

永嶋合同（有） 5,000 －4010有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉麻市上山田８１８－２４〒821-0012

永嶋　茂啓053041

TEL 093-434-0806

永末工業（株） 15,000 －4005有法

土１建１と１管１舗１園１水１解１
福岡県京都郡苅田町殿川町１－４７〒800-0312

永末　美紀053088

TEL 093-481-0075

中西組 －4008無個

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区大字今津３０２－１〒800-0111

中西　元053092

TEL 093-741-6281

（株）永津建設 20,500 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市若松区高須南１－２－６０〒808-0145

田渕　美咲枝053122

TEL 0947-22-0387

（株）永末組 20,000 －4009有法

土１建１と１管１舗１し１園１水１解１
福岡県田川郡福智町弁城２９０１〒822-1212

永末　公正053128
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TEL 0949-28-2733

（有）中田築炉工業 40,000 －4004無法

土２と２石２タ１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県直方市大字永満寺２４７５ー６〒822-0005

中田　東洋志053176

TEL 092-502-1015

（株）永井建設 10,000 －4001無法

建１大１と１内１
福岡県福岡市博多区板付５－１６－２４〒812-0888

山口　雅寛053199

TEL 0942-32-7026

（株）仲組 40,000 －4002無法

土２と２鋼２舗２機１水２解２
福岡県久留米市城南町８－５０〒830-0022

仲　彰尋053213

TEL 092-942-5346

中嶋金網 －4001無個

と１
福岡県古賀市筵内１４６６〒811-3121

中嶋　政見053239

TEL 09433-6-0049

中村電業 －4007無個

電１
福岡県八女市立花町上辺春４０５〒834-0083

中村　親喜053243

TEL 092-624-7340

（有）中島設備商会 20,000 －4001無法

土２と２管２水２
福岡県福岡市東区多の津４－１２－３５〒813-0034

笠松　久義053252

TEL 092-451-8825

（株）中村建装 3,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市博多区半道橋２－１０－３〒812-0897

山口　俊一郎053261

TEL 0942-22-1330

藤山庭園 －4002無個

土１と１石１舗１し１園２水１
福岡県久留米市藤山町８４２－１〒830-0053

中尾　信昭053299

TEL 0944-62-3150

（株）鍋田土木 30,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県みやま市瀬高町小川３９４－１－１〒835-0023

鍋田　貴士053303

TEL 093-681-3729

（株）南立 3,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市八幡東区西本町３－３－１２〒805-0061

瀨戸口　英智053325

TEL 092-562-5672

（株）奈良屋工業 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市南区皿山１－８－５〒811-1365

田島　敬志053339

TEL 0944-62-2682

（株）鍋田組 20,000 －4003有法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県みやま市瀬高町太神８４６〒835-0013

鍋田　政則053346

TEL 09493-2-8600

（株）南王工業 10,000 －4004無法

土１建１
福岡県宮若市芹田字平原４０７－４〒823-0013

大野　和子053360
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TEL 0942-64-2111

中園工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市三潴町清松２２４－１〒830-0116

中園　義勝053384

TEL 092-622-5306

（株）ナガノ 10,000 －4001有法

建１と１
福岡県福岡市東区二又瀬新町１１－１５〒812-0065

長野　利八053400

TEL 093-451-0282

南友建工（株） 20,000 －4008有法

土２建２
福岡県北九州市小倉南区大字石原町１４８－１〒803-0185

増田　　053410

TEL 0930-33-4711

中村工業 －4005無個

土１と１管１舗１園１水１解１
福岡県京都郡みやこ町国分３４２〒824-0123

中村　隆敏053437

TEL 0942-43-2131

中川建材（株） 80,000 －4002有法

建１と１屋１タ１防１内１
福岡県久留米市山川町１４８８－１〒839-0817

中川　章朗053480

TEL 092-712-1228

成田建設 －4001有個

建１大１内１
福岡県福岡市中央区谷１－１２－３６〒810-0031

成田　聖子053487

TEL 0947-44-0152

（株）鳴海工業 10,000 －4009無法

鋼１
福岡県田川市大字伊加利１８０８－２〒825-0001

鳴海　敏樹053494

TEL 092-811-2217

中森サッシ工業 －4001無個

具１
福岡県福岡市西区野方５－２－５〒819-0043

中森　則男053533

TEL 093-551-4512

中村電信電話サービス（株） 10,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉北区上富野５－８－６〒802-0022

中村　卓司053538

TEL 093-475-8833

（有）中村製作所 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区長野東町１０－１６〒800-0247

中村　泰武053553

TEL 0944-63-2750

（株）中原電工 20,000 －4003無法

電２通１
福岡県みやま市瀬高町本郷５６－１〒835-0021

中原　久夫053555

TEL 0947-62-2794

中村建設 －4009無個

土１建１と１管１解１
福岡県田川郡赤村大字内田２２０５〒824-0432

中村　三　053569

TEL 092-843-2127

永渕電業（株） 17,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区荒江３－２８－１５〒814-0021

江戸　壽德053610
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TEL 093-471-8602

長門建設（株） 20,000 －4008無法

土２と２鋼２し２
福岡県北九州市小倉南区葛原５－６－２〒800-0251

白石　洋二053623

TEL 092-924-5881

ナガタ建設（株） 30,000 －4011有法

建２
福岡県太宰府市通古賀３－１－１４〒818-0104

永田　厳悟053641

TEL 092-807-5866

（株）ビー・エイド中西 50,000 －4001有法

土１建１電１管１
福岡県福岡市西区飯氏９３５－６〒819-0371

中西　秀成053665

TEL 093-791-5070

中村建設工業（株） 10,000 －4008有法

土１と１鋼１
福岡県北九州市若松区南二島２－１４－１〒808-0109

中村　正行053669

TEL 092-924-5474

（株）中山建設 30,000 －4011無法

建２大２
福岡県筑紫野市大字阿志岐１４８０－１〒818-0011

中山　亮輔053683

TEL 0943-23-3158

（株）中村 10,000 －4007有法

管１
福岡県八女市龍ケ原２６３〒834-0067

中村　信一053692

TEL 0947-32-2567

（株）中島辰三郎商店 10,000 －4009有法

建１大１左１と１屋１タ１防１内１絶１
福岡県田川郡香春町大字香春２６３－１〒822-1406

中島　辰也053693

TEL 0947-42-5564

（有）中島板金製作所 3,000 －4009有法

管１鋼１
福岡県田川市大字伊田５０４〒825-0002

中島　利法053705

TEL 092-982-0393

南信設備（株） 10,000 －4011無法

管１水１
福岡県大野城市平野台４－１６－２１〒816-0972

千原　幹生053718

TEL 093-618-4695

中尾建設工業 －4008無個

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区岩崎１－４〒807-1153

中尾　哲也053722

TEL 092-586-7705

（有）長島建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市博多区浦田２－２－１９－１０１〒812-0861

石本　政美053723

TEL 0942-22-3426

（株）中村組 30,000 －4002無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県久留米市藤山町６７０－２〒830-0053

中村　勝信053743

TEL 093-921-3048

（株）永瀬電業社 10,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－４－７〒802-0062

永瀬　信親053767
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TEL 09496-2-4778

（株）エコナネット 30,000 －4004無法

電２消１
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳１２０３〒820-1101

中山　眞悟053780

TEL 0949-32-4553

中村建設 －4004無個

建１
福岡県宮若市上大隈３１５－２〒823-0005

中村　朝光053784

TEL 09437-7-2171

永松商事建設（株） 20,000 －4002無法

土２と２石２舗２し２解２
福岡県うきは市浮羽町古川１０－３〒839-1405

永松　秀基053789

TEL 0942-73-5865

仲建設工業 －4002無個

建１
福岡県小郡市松崎７２６－１１〒838-0122

仲　則保053808

TEL 092-928-2058

（有）太宰府電工 3,000 －4011無法

電１消１
福岡県筑紫野市大字山口３７７５－８〒818-0046

西　秀行053814

TEL 0942-35-8370

中村忠畳店 －4002無個

内１
福岡県久留米市津福本町５２３〒830-0047

中村　弘士053819

TEL 092-581-7535

（株）永松新昭園 10,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市南区五十川２－１１－２５〒815-0001

永松　克敏053828

TEL 093-618-1010

永野建設工業（株） 99,900 －4008無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市八幡西区香月西４－２－１０〒807-1103

永野　さくら053839

TEL 093-452-1019

中谷工事（有） 24,300 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺８４９－４〒803-0186

伊藤　康子053865

TEL 0940-32-3550

（株）中野組 10,000 －4008無法

土１と１管１舗１
福岡県宗像市平等寺７６５－２〒811-3412

中野　幸子053870

TEL 092-932-1575

（有）中園工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町宇美３－３－２２〒811-2101

中園　重己053871

TEL 0947-44-5941

（有）中山通信 3,000 －4009無法

と１電１通１
福岡県田川郡川崎町大字田原３５２〒827-0004

中山　政博053882

TEL 0948-29-1088

（株）中村建設 30,000 －4010無法

土１建２大１と１石１屋１タ１鋼１内１解１
福岡県飯塚市伊岐須焼筒尾５６３－１４〒820-0053

中村　巧053896
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TEL 092-554-8488

錦義建設（株） 20,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市南区塩原３－８－５〒815-0032

池之上　茂樹054001

TEL 092-512-5533

川本電機工事（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区塩原４丁目１番１号竹田ビル１０１〒815-0032

宮　　宏文054008

TEL 092-551-6720

（株）加治屋商会 10,000 －4001無法

左１塗１内１
福岡県福岡市南区皿山３－５－１５〒811-1365

加治屋　寛054012

TEL 093-452-1752

（有）柏木電機工作所 3,000 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市小倉南区大字石原町３９４〒803-0185

柏木　宗良054018

TEL 0948-72-1502

功住建 －4010無個

建１
福岡県飯塚市平塚２３６－２〒820-0702

川上　功054033

TEL 0946-74-2829

（株）梶原組 20,000 －4006無法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓３４５５－１〒838-1602

梶原　昭人054037

TEL 0943-23-1136

（株）蒲池建設 20,000 －4007無法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県八女市立花町山崎２３１６番地の２〒834-0081

蒲池　友茂054042

TEL 092-731-5581

上内電気（株） 20,000 －4001有法

電２通１
福岡県福岡市中央区舞鶴３－６－２３〒810-0073

境　のり子054045

TEL 093-473-8281

河野工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区中曽根４－１５－３〒800-0222

河野　公一054056

TEL 092-953-5300

（有）金谷洋瓦工事店 5,000 －4011無法

建１屋１
福岡県那珂川市五郎丸１－５７〒811-1252

金谷　宏之054063

TEL 092-923-2569

（株）カワキタ 10,000 －4011無法

土１管１水１
福岡県太宰府市坂本１－８－５〒818-0133

黄田　敬二郎054095

TEL 093-701-1666

（株）勝山工作所 10,000 －4008有法

建１鋼１
福岡県北九州市若松区南二島２－１２－５〒808-0109

井上　勇雄054098

TEL 093-603-4472

（有）梶原組 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区折尾２－１１－６〒807-0825

梶原　末男054118
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TEL 0948-65-2281

加来組 －4010無個

建１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土居４７０－１〒820-0606

加来　数幸054132

TEL 092-801-0045

（株）梶原組 25,000 －4001有法

土２建２と２
福岡県福岡市城南区南片江６－２１－８〒814-0143

梶原　剛054147

TEL 092-581-3955

（株）川内電気商会 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区西春町２－２－１８〒812-0873

川内　義幸054196

TEL 0946-42-3161

（株）柿原建設 25,000 －4006有法

土２と２舗２水２解２
福岡県朝倉郡筑前町東小田字片牟田７８－６〒838-0214

柿原　良至054217

TEL 093-436-0188

角杉電業（株） 10,000 －4005無法

土１と１電１管１舗１し１機１水１
福岡県京都郡苅田町若久２－５－５〒800-0302

角杉　清貴054218

TEL 0949-23-1867

（有）川原工務店 15,000 －4004無法

土１建１
福岡県直方市大字山部８８７－９２〒822-0034

川原　俊一054224

TEL 0942-33-5195

川村産業（株） 48,000 －4002有法

電１管１鋼１
福岡県久留米市六ツ門町１７－１１〒830-0031

川村　修平054284

TEL 093-601-3388

川越建設（株） 30,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市八幡西区陣原５－１０－３２〒807-0821

川越　和宣054285

TEL 0949-32-0169

（有）河合組 10,000 －4004無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県宮若市芹田２４－１７〒823-0013

河合　幸司054294

TEL 093-436-1949

かんてつ（株） 15,000 －4005有法

土１建１と１管１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－１６－１１〒800-0313

川端　眞054315

TEL 0930-56-4570

垣根建設 －4005無個

土１水１
福岡県築上郡築上町大字極楽寺５１１－９〒829-0323

垣根　正明054326

TEL 092-733-1351

カッパー工業（株） 20,000 －4001無法

管２機１水２
福岡県福岡市中央区笹丘２－２２－３４〒810-0034

冨田　悟志054334

TEL 093-434-3260

大竹工業（株） 36,000 －4005無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
福岡県京都郡苅田町幸町９－１２〒800-0314

大竹　美香054338
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TEL 093-521-8206

初田消火器小倉販売所 －4008有個

消１
福岡県北九州市小倉北区下富野１－４－３７〒802-0023

甲斐田　利弘054339

TEL 093-621-0219

（有）河津工務店 3,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－２３－１１〒806-0045

松尾　茂行054362

TEL 093-941-6252

（株）カタムラ 10,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉南区上葛原２－１２－８〒800-0255

片村　俊幸054379

TEL 0948-25-3733

梶原産業（株） 10,000 －4010無法

塗１防１
福岡県飯塚市潤野５０９－３〒820-0021

梶原　哲也054393

TEL 093-741-2628

鎌足建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区大字有毛２９６５－１〒808-0123

鎌足　春樹054449

TEL 093-617-1157

（有）川崎電業 3,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１４－１２〒807-1113

川崎　雅裕054460

TEL 0948-22-4080

（株）片岡商会 10,000 －4010有法

と１鋼１機１
福岡県飯塚市鯰田９６－１〒820-0001

片岡　賢博054462

TEL 092-571-1045

（株）河北建設 10,000 －4011有法

建１
福岡県大野城市筒井４－２１－１〒816-0931

河北　則正054471

TEL 093-771-3321

（有）神野海事 3,000 －4008無法

土１と１石１し１
福岡県北九州市若松区波打町９－２９〒800-0013

神野　一成054488

TEL 0979-88-2046

（株）金生建設 15,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県豊前市大字下川底３０８－１〒828-0075

金生　弘美054494

TEL 093-621-7295

鶴栄電気工事（有） 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水２－１０－３〒806-0051

鶴岡　浩士郎054527

TEL 0944-76-3041

（株）甲斐田組 20,000 －4003無法

土２と２し２解２
福岡県柳川市大和町明野１０４０－１〒839-0251

甲斐田　英典054533

TEL 0947-28-2036

（有）香月建設 20,000 －4009無法

土１建２と１管１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町赤池２９９－１〒822-1101

香月　博道054542
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TEL 0947-26-1191

（有）河端建設 6,000 －4009有法

土１建１と１解１
福岡県田川郡糸田町１３８２〒822-1323

松下　敬司054591

TEL 092-673-2828

（株）甲斐建設 20,000 －4001有法

土２建２内２解２
福岡県福岡市東区香住ヶ丘３－３１－１７〒813-0003

甲斐　睦生054607

TEL 092-591-1668

甲斐電気工事（株） 10,000 －4011無法

電１消１
福岡県大野城市筒井１－３－２５〒816-0931

甲斐　裕二054612

TEL 0944-62-2286

金子建設（有） 10,000 －4003無法

土１と１石１管１舗１水１解１
福岡県みやま市瀬高町下庄５０８〒835-0024

金子　和広054617

TEL 093-941-0831

金山建設工業（株） 20,000 －4008有法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉北区熊本１－２－１　フェイスビル３階〒802-0044

日山　明彦054623

TEL 0948-25-5577

神崎建設（株） 40,000 －4010有法

建２大２
福岡県飯塚市川島５０〒820-0002

中川　民志054628

TEL 092-932-3510

上手工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘５－５－１５〒811-2108

上手　富春054667

TEL 092-591-0077

（株）釡堀組 33,000 －4001無法

建２左２
福岡県福岡市博多区諸岡５－２８－２２〒812-0894

中村　幸宏054669

TEL 0949-42-0691

勝田組 －4004無個

土１大１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延１６４０－１〒807-1305

勝田　清美054670

TEL 093-671-6107

（有）甲斐鈑金工作所 20,000 －4008有法

土２建２と２屋１電１鋼２板１
福岡県北九州市八幡東区桃園２－６－１１〒805-0068

甲斐　邦三054673

TEL 093-617-4372

（株）勝美建設 10,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南２－２１－２５〒807-1143

山口　晃054679

TEL 093-631-9781

（株）川田産業 10,000 －4008有法

建１大１屋１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区岸の浦２－３－８〒806-0034

村里　学054682

TEL 0944-73-7916

（株）鐘福組 20,000 －4003無法

土１舗１
福岡県柳川市田脇２０６－３〒832-0089

鐘ヶ江　ゆき子054684
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TEL 093-471-6390

（株）環境造園 35,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１園２水１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町１－１９－１５〒800-0207

松田　佳代子054701

TEL 093-481-1211

河辺建設（株） 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区大字猿喰１１７３－３５〒800-0102

河邊　勝彦054702

TEL 092-504-4418

（株）釡堀緑地建設 10,000 －4001有法

土１園１
福岡県福岡市博多区月隈６－２２－９〒812-0858

釡堀　龍治054704

TEL 0944-67-1410

（有）甲斐田建設 4,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県みやま市山川町立山９１９－７〒835-0101

甲斐田　富士子054721

TEL 0943-22-4704

甲斐田建築 －4007無個

建１
福岡県八女市前古賀２２５－１〒834-0054

甲斐田　和夫054724

TEL 0944-73-1104

金納建設（株） 20,000 －4003無法

土２建２と２し２
福岡県柳川市東蒲池８８２－４〒832-0006

金納　幹雄054737

TEL 093-381-2252

大一電設（株） 45,000 －4008無法

電２
福岡県北九州市門司区松原１－１－９〒800-0064

金谷　雄一054751

TEL 092-933-0275

河野組 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町原田３－１０－１－２０２〒811-2132

河野　勝054784

TEL 0949-42-2232

（株）柿原工務店 25,000 －4004無法

土１建１と１石１管１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新北１０３０－１〒807-1313

柿原　幹男054798

TEL 0942-62-6101

マルシュウ住建 －4002無個

建１
福岡県久留米市城島町内野３２０〒830-0204

過能　秀美054808

TEL 093-613-2311

（株）河村電機工業 10,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市八幡西区上上津役２－１７－１０〒807-0072

徳永　和夫054818

TEL 0944-73-6332

（株）鹿福設備 20,000 －4003無法

土１管２水１
福岡県柳川市三橋町蒲船津５３１－２〒832-0827

東井上　安男054836

TEL 093-651-5659

（有）梶原機工 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡東区山路松尾町５－１０〒805-0033

梶原　秀臣054868
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TEL 092-836-6860

（株）勝組 21,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市西区上山門２－１４－７〒819-0054

小野　聡054877

TEL 0942-72-3711

嘉賀建設（株） 20,000 －4002無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県小郡市小板井３７２〒838-0143

嘉賀　和彦054883

TEL 092-501-9999

川村実業（株） 20,000 －4001有法

板１消１
福岡県福岡市南区井尻２－１８－２７〒811-1302

川村　征弌054885

TEL 0943-52-2754

神谷建設 －4007無個

建１
福岡県八女市星野村１０３６２－１〒834-0201

神谷　俊二054889

TEL 0946-42-2077

柿原畳内装工事（株） 10,000 －4006無法

内１
福岡県朝倉郡筑前町石櫃６８－４〒838-0225

柿原　紀也054892

TEL 093-612-0146

（株）川浪建設工業 20,000 －4008無法

土１建１と１屋１タ１鋼１舗１内１水１解１
福岡県北九州市八幡西区上上津役３－１４－８〒807-0072

川浪　孝一054902

TEL 0948-29-0635

（株）加工センター 17,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市目尾５１５－７５〒820-0062

汐田　隆幸054906

TEL 092-932-0079

（有）粕屋ガス保安設備 3,000 －4001有法

管１水１
福岡県糟屋郡宇美町明神坂１－９－３〒811-2122

藤木　正義054912

TEL 0930-23-0180

（有）カワイチ建設 30,000 －4005無法

土１建１と１
福岡県行橋市北泉４－１３－１２〒824-0033

川本　博文054927

TEL 093-472-0876

（有）神渡塗装 3,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉南区長野本町４－９－１〒800-0241

神渡　太郎054928

TEL 0946-22-3646

（株）カジワラ商事 50,000 －4006有法

内１
福岡県朝倉市甘木１８７－２〒838-0068

梶原　教義054931

TEL 092-608-7511

（有）神屋工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区高美台１－１５－１〒811-0215

前田　一也054937

TEL 093-332-1317

関門海事工業（有） 3,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市門司区東本町１－４－１２〒801-0851

村上　洋介054939
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TEL 093-582-4473

（有）金岩建設 40,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉北区南丘１－７－１３〒803-0863

池田　昌秀054940

TEL 0949-24-2517

（有）河村設備 5,000 －4004無法

土１管１水１消１
福岡県直方市大字山部７５８－１６〒822-0034

河村　憲二054941

TEL 0949-42-4080

光栄建設 －4004無個

土１建１大１と１管１タ１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新北２４４３〒807-1313

梶原　實054952

TEL 092-595-3229

（株）かね長 10,000 －4011有法

タ１
福岡県春日市惣利６－１１５〒816-0813

長沢　伸一054960

TEL 09494-2-0419

（有）金村組 30,000 －4004無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２６４７－６〒807-1305

金村　竜一054962

TEL 0948-42-6464

（有）梶原組 5,000 －4010無法

土１建１と１電１管１舗１水１解１
福岡県嘉麻市口春６７１－１５〒820-0207

梶原　信介054992

TEL 093-451-6132

観己（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区長行東２－１２－１８〒803-0273

隅田　圭祐054998

TEL 0946-62-2553

梶原壽建設 －4006有個

建１
福岡県朝倉市杷木志波２０４０－１〒838-1521

梶原　壽則055000

TEL 093-881-6578

（有）山澄電気商会 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－２－４１〒804-0031

山澄　孝雄055088

TEL 092-806-8301

（株）山﨑設備工業 20,000 －4001有法

土１電１管１水１
福岡県福岡市西区横浜３－１９－３〒819-0366

山﨑　啓功055099

TEL 0949-22-6783

山明住建 －4004無個

土１建１
福岡県直方市大字下境３９１０－３９９〒822-0007

山下　明055106

TEL 0979-83-2839

（有）山﨑工務店 3,000 －4005無法

管１水１
福岡県豊前市大字宇島３１６－６〒828-0022

大久保　裕治055122

TEL 093-472-1953

共同建築 －4008有個

建１
福岡県北九州市小倉南区上曽根２－１－４４〒800-0223

山本　三千男055123
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TEL 0930-56-2207

（株）山内工務店 34,500 －4005有法

土２建２大２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２防２内２絶２水２解２
福岡県築上郡築上町大字湊６０８－７〒829-0311

山内　弘美055124

TEL 093-751-0140

（有）矢野興業 9,800 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区北浜２－４－１０〒808-0023

矢野　智凡055136

TEL 0948-25-4100

（株）山野住設 25,000 －4010有法

土２管２水２消１
福岡県飯塚市柏の森１１４－１９〒820-0011

河内　孝文055143

TEL 0946-22-3441

（有）山部製作所 3,000 －4006無法

鋼１機１
福岡県朝倉市柿原８４６〒838-0026

山部　裕文055176

TEL 093-641-3570

（株）八幡電工 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水１－３－３２〒806-0051

大和　敦055182

TEL 0942-38-6297

弥永利建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市宮ノ陣町若松２３０８〒839-0804

弥永　利明055198

TEL 0944-73-5154

（株）柳川設備 10,000 －4003無法

土１管１機１水１消１
福岡県柳川市佃町１７３６－２〒832-0051

石橋　健二055199

TEL 0947-22-1485

（有）山口組 20,000 －4009有法

土２建２と２管１舗２園１水２解２
福岡県田川郡福智町伊方２３６７〒822-1211

山口　秀吉055202

TEL 092-933-4368

薬師寺工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷９７８－４〒811-2115

薬師寺　宗久055213

TEL 093-246-2100

（株）山組 23,000 －4008無法

土１建１と１屋１内１
福岡県中間市中尾２－１３－１６〒809-0032

山下　純治055215

TEL 093-631-8864

安川産業（株） 5,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石１－１〒806-0004

安川　淳志055257

TEL 092-804-4793

山﨑建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区野芥８－２９－３０〒814-0171

山﨑　強055268

TEL 093-293-3210

山田建設 －4008無個

土１
福岡県遠賀郡遠賀町大字若松２１８０－３〒811-4304

山田　力夫055278
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TEL 0948-22-0253

山下建材工業（株） 10,000 －4010有法

土１タ１
福岡県飯塚市菰田西３－１１－１６〒820-0017

山下　勝055287

TEL 0947-73-2195

矢野畳工業 －4009無個

内１
福岡県田川郡川崎町大字田原５７３－５〒827-0004

矢野　光磨055309

TEL 092-433-5457

ＮＣＤエスト（株） 10,000 －4001有法

と１機１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－６－９〒812-0016

上田　晋太郎055343

TEL 0949-26-6589

山本土建資材 －4004無個

土１
福岡県直方市大字頓野５１６〒822-0002

山本　正美055347

TEL 0949-32-2036

山本建設 －4004無個

土１建１
福岡県宮若市上大隈６３４〒823-0005

山本　孝一055355

TEL 0947-32-2517

山岡鉄工所 －4009無個

鋼１
福岡県田川郡香春町高野９９３－１〒822-1403

山岡　フミコ055372

TEL 0943-54-2125

（有）ヤマト 3,000 －4007無法

土１管１水１
福岡県八女市上陽町北川内２７８－３〒834-1102

久間　千徳055393

TEL 092-926-6076

山本工業 －4011有個

建１大１左１と１屋１板１塗１具１
福岡県筑紫野市大字天山５２１－１〒818-0012

山本　厚055429

TEL 093-619-3360

（株）八幡道路 30,000 －4008無法

土１と１舗１塗１水１
福岡県北九州市八幡西区椋枝２－１０－４３〒807-1115

岡本　美香055447

TEL 093-472-3707

（株）ワイエスアイ 10,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉南区下貫３－１３－２８〒800-0236

山下　貞義055449

TEL 092-573-3659

（有）ヤマミ設備 3,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市博多区井相田３－３－３２〒812-0881

山見　栄希055461

TEL 093-791-9001

山賀舗道（株） 34,000 －4008無法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市若松区東二島５－１２－６〒808-0102

山賀　亜希055464

TEL 092-473-0820

山勝産業（株） 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区東比恵２－１７－２７〒812-0007

山本　勝國055472
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TEL 092-641-9537

（株）山建 10,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市博多区堅粕２－２０－１８〒812-0043

山本　巧055501

TEL 092-924-5601

（株）山友建設 25,000 －4011無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県太宰府市水城２－３１－１３〒818-0131

山下　ルミ055502

TEL 0948-42-4084

（有）山下工業 3,000 －4010無法

土１建１
福岡県嘉麻市漆生字大城ヶ浦１３９２－１〒820-0201

山下　留雄055509

TEL 093-381-5005

（株）山﨑建設 25,000 －4008無法

土１建２
福岡県北九州市門司区西新町１－４－５〒800-0056

山﨑　義信055514

TEL 092-804-5160

安川美装（株） 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区野芥８－２０－１９〒814-0171

安川　亀吉055531

TEL 092-651-0672

（株）山川工務店 20,000 －4001有法

建２大２内２
福岡県福岡市東区馬出２－２－１１〒812-0054

山川　信夫055544

TEL 0948-22-4040

鯰田建材工業所 －4010有個

土１タ１
福岡県飯塚市鯰田１７１５〒820-0001

山下　徹雄055549

TEL 092-942-2636

山仲産業（株） 35,000 －4001有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２
福岡県古賀市天神４－２－１５〒811-3101

山仲　俊康055582

TEL 0942-34-7873

（有）柳塗装店 5,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市宮ノ陣４－４８－３３〒839-0801

柳　清幸055589

TEL 093-652-6656

柳田工務店 －4008有個

土１管１水１
福岡県北九州市八幡東区豊町８－１４〒805-0044

柳田　明055593

TEL 092-626-5115

（株）山上電気商会 20,000 －4001有法

電２
福岡県福岡市東区多の津５－２５－５〒813-0034

山上　和之055595

TEL 092-831-2997

（有）山口建設 3,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市早良区小田部１－１９－２４〒814-0032

山口　勝055607

TEL 093-591-0043

（有）山口工業 13,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉北区下到津１－１－２１〒803-0846

白川　竜二055608
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TEL 0946-42-2575

夜須造園土木（有） 7,000 －4006無法

土１園１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈２１０－２〒838-0215

中野　英樹055626

TEL 0930-23-6311

山本建設 －4005無個

土１
福岡県行橋市大字下崎９１９－１〒824-0076

山本　盛夫055631

TEL 0947-42-5507

（株）大和土木 20,000 －4009無法

土２建２と２管１鋼２舗２し２園１水２解２
福岡県田川市大字川宮３３３－１〒826-0042

太田　俊樹055635

TEL 0949-28-0639

山本畳店 －4004無個

内１
福岡県直方市大字植木５１９－１〒822-0031

山本　美津夫055649

TEL 092-201-5395

山口工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区横浜３－１８－１６〒819-0366

山口　昇055657

TEL 0949-42-0332

（株）安田組 20,000 －4004無法

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町新北１０３１－３〒807-1313

安田　芳幸055659

TEL 0979-83-2161

山崎建設 －4005無個

土１舗１
福岡県豊前市大字赤熊８５４－１〒828-0027

山崎　征市055687

TEL 093-391-7124

山下建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区矢筈町８－２４〒800-0006

山下　輝昭055689

TEL 0930-25-1221

（株）大和エンジニアリング 10,000 －4005有法

土１建１と１石１管１機１水１
福岡県行橋市西泉３－１３－１０〒824-0038

西村　誠一055691

TEL 092-407-4018

（株）山一電工 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区大字金武９９３－１〒819-0035

松本　永055714

TEL 093-245-4060

山一建設（株） 40,000 －4008無法

土２建１と２舗２し２水２解２
福岡県中間市土手ノ内１－２４－３〒809-0033

南野　戦治郎055725

TEL 093-451-2312

山本興業（有） 3,000 －4008有法

土１と１舗１園１水１
福岡県北九州市小倉南区大字合馬２３４－１〒803-0261

吉村　浩之055738

TEL 093-617-2128

山鹿建設工業（株） 10,000 －4008無法

土１管１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区香月中央２－１２－１０〒807-1102

山鹿　秀敏055751
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TEL 092-861-2432

（有）山下アルミ 30,000 －4001無法

ガ１具１
福岡県福岡市城南区樋井川６－３３－５〒814-0153

天田　亮055770

TEL 0949-52-1578

安永建設 －4004無個

建１
福岡県宮若市宮永１０５７〒822-0145

安永　文利055775

TEL 093-611-5801

小林建設（株） 41,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県北九州市八幡西区下上津役３－７－３１－２０３〒807-0075

小林　裕055794

TEL 0944-74-2088

山松園 －4003有個

土１と１し１園１
福岡県柳川市上宮永町２４９－６〒832-0058

山田　善治055799

TEL 092-943-7118

山本建設 －4001無個

建１
福岡県古賀市青柳２３８２－１〒811-3134

山本　豊055807

TEL 093-618-0868

（有）山辺技建 3,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南２－２１－５１〒807-1143

山邉　進次055815

TEL 093-521-8371

（有）山本塗装 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区下富野４－５－２１〒802-0023

山本　和弥055816

TEL 092-761-3570

（株）山田建設工業 30,000 －4001無法

土１建２大１と１屋１タ１鋼１塗１防１内１
福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８〒810-0022

山田　宏次郎055833

TEL 092-691-3078

（株）山喜設備 10,000 －4001無法

管１機１
福岡県福岡市東区青葉３－１６－２〒813-0025

岩橋　勲055855

TEL 0949-52-2229

（有）安永工務店 43,000 －4004無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県宮若市稲光８１１〒822-0144

安永　和子055858

TEL 093-681-6225

山内電気（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区祇園３－１２－１６〒805-0067

山内　郁男055866

TEL 093-613-3542

山本組 －4008有個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区塔野１－１５－２２〒807-0085

山本　勝055874

TEL 092-481-2177

（株）ヤマト 10,000 －4001無法

鋼１内１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２１－１４〒812-0016

川本　隆博055879
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TEL 092-712-2222

柳電設工業（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区警固１－２－２〒810-0023

中村　善文055890

TEL 093-613-1073

山下組 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区上上津役１－２－１〒807-0072

山下　俊行055897

TEL 093-321-1044

（有）柳原鉄工 3,000 －4008有法

鋼１機１
福岡県北九州市門司区浜町９－１１〒801-0856

柳原　寛実055904

TEL 0943-23-7600

やひめ建設（株） 30,000 －4007有法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県八女市忠見２５５－１〒834-0014

大石　秀夫055905

TEL 092-585-1096

（有）山光建設 10,000 －4001無法

土１と１石１舗１
福岡県福岡市南区曰佐２－６－２２〒811-1313

岩田　和敏055919

TEL 0942-32-3187

山之内電気工事（株） 10,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市津福本町１７１８－３〒830-0047

山内　範蔵055920

TEL 093-293-1003

山本土木工業（株） 30,000 －4008無法

土１と１舗１し１園１水１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３９８３－１〒811-4331

徳永　真奈美055931

TEL 092-942-7381

（株）矢津田工業 20,000 －4001無法

建２大２
福岡県古賀市青柳１１６５－４〒811-3134

矢津田　一生055937

TEL 093-741-4422

八蔵産業（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市若松区大字小敷５２０－１－１０２〒808-0132

島名　規男055954

TEL 0930-54-0861

山内造園土木 －4005有個

土１と１石１舗１し１園１水１
福岡県築上郡築上町大字松丸１５８〒829-0121

山内　るみ子055957

TEL 093-951-7731

ヤマガ工業（株） 10,000 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市小倉南区下城野２－６－１０〒802-0804

鋲賀　紀征055960

TEL 0944-56-4128

（有）山門平和園 5,000 －4003無法

土１園１
福岡県大牟田市右京町６５〒836-0846

久賀　知治055965

TEL 093-881-1650

（有）安枝工業 5,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区牧山新町６－８〒804-0054

安枝　伸二055974
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TEL 092-922-6181

ヤハタ建設 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市紫５－５－７〒818-0061

矢羽田　耕喜055980

TEL 092-582-0531

（株）ヤマプラス福岡 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区三筑１－１１－２１〒812-0887

北原　昭055981

TEL 0942-32-6938

（株）執行茂寿園 36,000 －4002有法

土１と１園２
福岡県久留米市津福今町２０７〒830-0061

執行　英利056002

TEL 092-861-5579

（有）田隅技建 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市早良区田隈１－２９－１〒814-0174

新宅　末雄056022

TEL 092-885-1546

シンコー化成（株） 30,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市西区上山門２－１２－６〒819-0054

山下　康二056033

TEL 092-571-3847

進誠工業（株） 10,000 －4011無法

土１舗１
福岡県春日市白水ヶ丘２－１０８〒816-0845

中川　雄一郎056035

TEL 092-501-2504

神東工業（株） 10,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市仲畑２－１４－３０〒816-0921

藤井　整次056069

TEL 0930-42-2536

（有）新栄建設 20,000 －4005無法

土２と２舗２園１水２解２
福岡県京都郡みやこ町犀川久富１８５１－２〒824-0205

内山　卓實056101

TEL 093-571-4007

建設業新屋工業 －4008無個

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区今町２－２２－１５〒803-0862

新屋　福美056116

TEL 0947-82-0137

進建産業（株） 45,000 －4009有法

建２大２左２と２屋２タ２塗２防２内２具２解２
福岡県田川郡添田町大字庄１５９３－１〒824-0601

進藤　千尋056124

TEL 093-341-1073

神栄管工（株） 22,000 －4008無法

土１管２舗１水１消１
福岡県北九州市門司区高砂町５－６〒801-0822

上神　弘司056155

TEL 092-512-8037

（有）進和電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区皿山３－１１－７３〒811-1365

西嶋　久善056162

TEL 092-411-3411

シンコー九州（株） 16,000 －4001有法

石１内１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－１５－４１〒812-0896

市川　浩056164
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TEL 0948-22-4803

親和電設工業（株） 10,000 －4010無法

電１通１
福岡県飯塚市横田７１９－１６〒820-0044

遠藤　司056172

TEL 092-291-1266

（株）新盛 25,000 －4001有法

管１水１
福岡県福岡市博多区下呉服町４－３３〒812-0034

阿部　盛俊056194

TEL 092-581-3090

（有）シャク建具工業 10,000 －4011無法

内１具１
福岡県大野城市仲畑１－１２－１３〒816-0921

釋　清治056198

TEL 093-671-3577

（株）澁川工務店 79,000 －4008無法

建２大１と１石１屋１タ１鋼１塗１防１内１解１
福岡県北九州市八幡東区前田２－４－８〒805-0069

澁川　雅信056201

TEL 092-851-7676

（株）進藤工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区有田１－５－２６〒814-0033

進藤　健二056203

TEL 0942-35-4526

新日本住宅（株） 23,000 －4002無法

土１建２と１解１
福岡県久留米市津福本町１２４９－６〒830-0047

江島　香織056209

TEL 093-436-1188

（有）新和建設 40,000 －4005無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県京都郡苅田町大字苅田１１０４－２〒800-0365

棚田　輝彦056239

TEL 093-871-5681

丈納建設（株） 22,000 －4008有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県北九州市戸畑区沢見１－６－９〒804-0093

河野　史也056245

TEL 093-473-3033

（株）森光技建 30,000 －4008無法

土２建２と２石２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉南区中曽根２－１０－７〒800-0222

樋口　尋充056252

TEL 092-591-1660

椎葉建設 －4001有個

建１
福岡県福岡市博多区板付２－１３－２－８０６〒812-0888

椎葉　秀人056268

TEL 0948-22-0458

（株）新興産業 10,000 －4010無法

土１と１
福岡県飯塚市津原１３５８－２〒820-0086

岡村　昌之056292

TEL 093-391-3132

（株）重森工業 25,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区藤松１－１４－９〒800-0047

重森　節子056299

TEL 0948-24-5001

（株）住建設 20,000 －4010無法

建２
福岡県飯塚市横田字長浦５０８－１〒820-0044

坂本　睦夫056304
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TEL 093-931-2868

（有）松風堂吉田表具店 5,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉北区足立２－１０－３９〒802-0042

吉田　賢司056313

TEL 093-481-2327

松南建設（株） 40,000 －4008有法

土２と２石２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市門司区新門司３－６３－２〒800-0115

石川　哲次056358

TEL 093-471-2486

日立地建（株） 10,000 －4008有法

土１管１水１
福岡県北九州市小倉南区大字貫１６５３－３〒800-0245

上水流　登056364

TEL 092-622-7071

東昭栄興業（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市東区多の津４－３－５３〒813-0034

佐藤　清志056378

TEL 0942-39-3400

（株）新星空調 10,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市梅満町下津留１３８－１〒830-0048

大場　譲056392

TEL 093-618-3140

（株）島田電設 30,000 －4008無法

電２
福岡県北九州市八幡西区上上津役３－１－２１〒807-0072

島田　彰056417

TEL 092-681-2164

（有）下枝組 5,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市東区名島４丁目３１－２３〒813-0043

下枝　トメ子056420

TEL 092-942-5370

（株）白川設備工業 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県古賀市中央３－１－９〒811-3103

白川　和大056439

TEL 0948-92-6728

（有）オカ電 3,000 －4010有法

電１
福岡県飯塚市鹿毛馬１６８８－２３〒820-1112

岡田　和彦056442

TEL 093-561-0021

昭和プラント（株） 20,000 －4008無法

電２消１
福岡県北九州市小倉北区菜園場１－１１－１５〒803-0823

長水　鉄彦056452

TEL 0942-65-0680

島組（株） 10,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市三潴町西牟田６５２２－３〒830-0111

島　光二056474

TEL 0942-53-1715

進和舗道（株） 10,000 －4007無法

土１舗１
福岡県筑後市溝口９２１－２〒833-0012

江口　さおり056475

TEL 092-622-1041

昭星電業（株） 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市東区二又瀬新町６－２２〒812-0065

西村　廣人056476
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TEL 092-404-0331

（有）下河商会 5,000 －4001有法

管１水１
福岡県福岡市博多区新和町１－１－２０〒812-0875

木村　泰三056477

TEL 092-541-1911

（有）篠隈造園建設 7,000 －4001有法

土１園１
福岡県福岡市城南区樋井川３－３６－１０〒814-0153

篠隈　義勝056494

TEL 093-642-0413

（株）城川組 10,000 －4008無法

建１と１塗１
福岡県北九州市八幡西区青山３－１３－２９〒806-0043

城川　薫056515

TEL 09447-4-1362

（有）式組 20,000 －4003無法

土２建１と２舗２し２解２
福岡県柳川市三橋町久末６３４－１〒832-0816

式　誠治056516

TEL 092-925-0244

（有）正建アルミ 3,000 －4011無法

ガ１具１
福岡県太宰府市五条５－３－２０〒818-0125

原野　正三056520

TEL 092-503-4024

（株）信和工業 10,000 －4011無法

具１
福岡県大野城市御笠川３－１３－２〒816-0914

仁上　純056528

TEL 0930-23-4561

島田組 －4005無個

土１
福岡県行橋市大字下崎４９４－２〒824-0076

島田　文男056542

TEL 093-618-2173

（株）新栄 40,000 －4008有法

電２
福岡県北九州市八幡西区楠橋南１－１－５〒807-1143

滑石　俊章056561

TEL 092-503-0531

（有）松栄建設 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市博多区金の隈１－３２－２６〒812-0863

松本　竜也056565

TEL 093-964-8881

新東エンジニアリング（株） 30,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区上石田２－１０－２６〒802-0833

末次　節子056571

TEL 093-391-4151

消防設備保守管理（株） 10,000 －4008無法

消１
福岡県北九州市門司区中町２－４〒800-0039

田立　稔056578

TEL 0948-22-9593

（有）新川建設 5,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市南尾３９２－４〒820-0072

新川　良治056579

TEL 093-618-2988

ミクニ建設（株） 50,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区楠橋南３－３－１３〒807-1143

世良　雅彦056580
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TEL 0946-42-5279

昭栄建設（株） 20,000 －4006無法

土２舗２水２解２
福岡県朝倉郡筑前町篠隈１１６－２〒838-0215

平田　道隆056586

TEL 0947-45-2619

（株）白石工営 10,000 －4009無法

土１と１鋼１塗１通１
福岡県田川市大字猪国１７２９－１〒826-0045

吉田　悟056592

TEL 093-483-3335

（有）菖蒲商会 7,500 －4008有法

土１管１舗１水１
福岡県北九州市門司区新門司２－９－３〒800-0115

菖蒲　隆則056596

TEL 092-611-3783

（有）下川畳材 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区吉塚１－２９－５〒812-0041

下川　益美056608

TEL 092-936-3262

（有）伸盛設備工業 3,000 －4001無法

管１消１
福岡県糟屋郡志免町桜ケ丘２－３－３〒811-2201

盛　健治056619

TEL 0949-33-2652

（有）修成建設 33,000 －4004無法

土２建２左２と２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２塗２防２内２具２水２解２
福岡県宮若市磯光２１６６－１〒823-0004

中村　武志056625

TEL 093-481-4763

（有）新門司建設 50,000 －4008無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市門司区大字猿喰６２９－１０〒800-0102

友田　彰允056635

TEL 093-881-6560

（株）シノダ建工 20,000 －4008無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２舗２板２塗２防２内２具２水２解２
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸４－５３〒804-0077

篠田　孝一056643

TEL 092-411-3275

（株）進和 10,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区月隈４－２－３７〒812-0858

光安　昭人056669

TEL 092-865-0111

（有）陣工務店 30,000 －4001無法

建２解１
福岡県福岡市城南区梅林３－８－２３〒814-0144

井手　学056675

TEL 092-922-2148

（株）新栄建設 26,000 －4011無法

建２
福岡県筑紫野市大字古賀４２－２０〒818-0047

清水　太056677

TEL 092-581-5085

（有）白水住和産業 5,000 －4011有法

板１
福岡県春日市小倉２－６４〒816-0824

白水　義文056678

TEL 0930-55-2097

（株）白川ハウス 10,000 －4005有法

土１建１
福岡県行橋市下稗田１６１４－４４〒824-0054

吉武　實056684
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TEL 093-451-1103

（有）昭南電業 3,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市小倉南区長尾２－８－５〒803-0274

安部　栄一056723

TEL 093-695-2033

新日本ホームズ（株） 50,000 －4008有法

建２
福岡県北九州市八幡西区折尾３－３－２２〒807-0825

舟木　和博056724

TEL 092-953-3791

（株）リバイス・シャク 10,000 －4011有法

建１具１
福岡県那珂川市大字山田７９３〒811-1244

釋　道弘056745

TEL 093-691-7670

（株）信和工業 10,000 －4008無法

土１と１解１
福岡県北九州市八幡西区貴船台８－３７〒807-0814

井壮　聡056752

TEL 093-471-4733

（有）心明土木 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区下吉田２－１６－３〒800-0203

大島　英昭056757

TEL 0930-54-0015

（有）清水造園土木 10,000 －4005有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県築上郡築上町大字本庄１６４９〒829-0123

清水　静夫056761

TEL 093-551-7599

（有）新明和工務店 3,000 －4008無法

土１建１と１
福岡県北九州市小倉北区明和町１１－３〒802-0017

吉元　雅俊056779

TEL 093-961-0882

文建土木 －4008無個

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区日の出町１－４－３６〒802-0842

下川　文男056802

TEL 0944-72-0400

島添造園 －4003無個

園１
福岡県柳川市三橋町新村２３１－１〒832-0803

島添　一男056807

TEL 093-651-0641

（株）神興 86,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県北九州市八幡東区槻田２－６－７〒805-0031

松﨑　孝江056809

TEL 092-561-2008

（有）柴田熔接工作所 20,000 －4001有法

建１管１機１
福岡県福岡市南区塩原３－１－８〒815-0032

柴田　勝紀056815

TEL 092-517-1926

（株）しぶた造園緑地 10,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市東区土井３－２１－３６〒813-0032

立川　英明056816

TEL 093-701-2379

実合産業（有） 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区赤岩町５－５〒808-0075

池田　礼子056826
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TEL 0949-42-0558

白川総合建設（株） 15,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋１６４３－２〒807-1308

白川　美和子056832

TEL 0940-33-3694

白木建設 －4008無個

建１
福岡県宗像市冨地原１３６１－６〒811-4154

白木　伸児056844

TEL 093-531-2987

茂倉研装（株） 10,000 －4008無法

建１塗１
福岡県北九州市小倉北区大畠２－１－７〒802-0026

園木　茂雄056849

TEL 0944-51-2522

処理設備（株） 10,000 －4003有法

機１
福岡県大牟田市大字手鎌１４３－１〒836-0004

河野　多宣056886

TEL 092-804-2739

重松工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区脇山１－１７－２８〒811-1111

重松　博髙056898

TEL 093-592-0552

（株）住研ホーム 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区田町８－４〒803-0817

吉村　博孝056899

TEL 092-582-0181

（株）真冷産業 20,000 －4001無法

建１大１屋１管２タ１内１機１
福岡県福岡市南区横手３－９－２０〒811-1311

平　通尋056901

TEL 092-933-3264

親和工業（株） 49,500 －4001有法

電１管１鋼１機１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１２９１－２〒811-2114

入江　敏明056914

TEL 092-483-3001

（株）スティールド 20,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－２－１０〒812-0016

吉武　雄二056927

TEL 092-452-8855

（株）真和工務店 30,000 －4001有法

建２内２
福岡県福岡市博多区榎田１－２－１８〒812-0004

豊嶋　秀一056934

TEL 0949-42-3824

（株）白石道路施設 3,000 －4004有法

土１と１舗１塗１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３８２８－１２〒807-1312

白石　貴博056937

TEL 0944-63-4172

新開建設（株） 30,000 －4003無法

土２建１と２石２管１舗２し２園１水２解２
福岡県柳川市三橋町中山２７〒832-0811

新開　延孝056948

TEL 0948-57-3950

（有）白石電設 3,000 －4010無法

電１機１
福岡県嘉麻市牛隈２６１９－１２〒820-0301

白石　改056975
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TEL 0942-32-6778

（株）信栄冷機工業 20,200 －4002無法

管２
福岡県久留米市梅満町１１６７〒830-0048

堤　義裕056992

TEL 0949-26-4848

光州建設 －4004無個

土１建１
福岡県直方市大字感田１５１９〒822-0001

　岡　俊治056995

TEL 0949-28-1909

（有）嶋田設備 3,000 －4004無法

管１
福岡県直方市大字植木２２１７－４〒822-0031

嶋田　幸助056996

TEL 0948-42-1033

松俵建設（株） 20,000 －4010無法

土２建２と２石２舗２
福岡県嘉麻市岩崎１５５４－１０〒820-0205

松俵　博司057006

TEL 092-482-0710

（有）松浦電業社 6,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区那珂６－９－６〒812-0893

加賀　文康057023

TEL 092-925-5682

（有）松本電設 5,000 －4011無法

土１と１電１解１
福岡県太宰府市朱雀１－７－１８〒818-0103

松本　崇057028

TEL 093-861-0912

（株）松本建設工業 10,000 －4008有法

建１管１鋼１
福岡県北九州市戸畑区牧山新町２－１６〒804-0054

松本　勇057075

TEL 092-327-1013

松隈重機工業（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県糸島市志摩松隈５６６－１〒819-1306

松隈　健057088

TEL 0930-24-1402

松一建設 －4005無個

土１建１と１舗１
福岡県京都郡苅田町大字稲光７２４〒800-0337

松蔭　一久057107

TEL 092-596-0107

（有）眞島電気 3,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市若草３－１１－３０〒816-0981

眞島　栄伸057131

TEL 0940-43-6313

（株）創優 40,000 －4008無法

土２と２
福岡県福津市小竹１－１－６〒811-3226

松原　泰宏057132

TEL 092-821-6275

（株）松永板金 10,000 －4001無法

建１屋１板１
福岡県福岡市早良区小田部５－１２－１５〒814-0032

松永　英久057162

TEL 092-952-3911

（株）マルモク 10,000 －4011有法

建１大１内１具１
福岡県那珂川市仲３－１３－６〒811-1253

村田　一朗057164
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（株）松隈工務店 20,000 －4002無法

土１と１舗１水１解１
福岡県久留米市縄手町３６４〒830-0024

柄本　正雄057169

TEL 093-612-4533

松本建設 －4008無個

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区上の原４－２－６〒807-0071

松本　成彦057183

TEL 092-806-3830

（株）松尾管工 30,000 －4001無法

土２管１舗２水２
福岡県福岡市西区大字桑原１１１５－１〒819-0382

松尾　勝俊057207

TEL 092-936-4512

（株）松屋木材商会 20,000 －4001有法

建１大１防１内１
福岡県糟屋郡志免町南里６－１９－７〒811-2207

藤野　光正057210

TEL 093-661-3761

福山工業所 －4008無個

鋼１
福岡県北九州市八幡西区陣山２－１－２９〒806-0012

松本　修057215

TEL 092-503-2231

友輪企業（株） 10,000 －4011無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県大野城市大池１－２－１４〒816-0904

柗本　拓也057240

TEL 0948-21-0045

前田建設（株） 30,000 －4010有法

土２建２と２舗２塗２防２水２解２
福岡県飯塚市上三緒１７７－２０〒820-0013

前田　美奈子057251

TEL 092-571-5958

（株）マツナガ 10,000 －4011有法

鋼１
福岡県春日市天神山１－１７６〒816-0855

松永　満057259

TEL 092-806-3697

松浦建設（株） 40,000 －4001有法

土１建２大１左１と２石１屋１タ２鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県福岡市西区大字田尻６３０－１〒819-0383

松浦　健一057287

TEL 0944-73-6770

松美園 －4003有個

園１
福岡県柳川市蒲生３３１〒832-0001

松永　博美057294

TEL 093-472-1331

（株）槇山電機工作所 10,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区下曽根２－８－５〒800-0217

槇山　洋057302

TEL 092-811-7277

前田工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市西区野方３－１１－１０〒819-0043

前田　康孝057306

TEL 093-202-5702

松本建設 －4008無個

建１大１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊３－２－１３〒807-0001

松本　薩夫057314
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丸和基礎工業（株） 10,000 －4003無法

土１と１
福岡県大川市大字中古賀３〒831-0006

諸富　太則057318

TEL 092-951-5020

丸菱建設（株） 10,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市松木２－１７１－１〒811-1251

井上　賢映057319

TEL 09447-2-2647

待鳥工務店 －4003無個

建１
福岡県柳川市本町８６－１２〒832-0024

待鳥　謙一057333

TEL 092-626-7300

（株）ミライ 20,000 －4001無法

建１電１管１通１
福岡県福岡市博多区吉塚４－３－３７－１〒812-0041

田中　国吉057336

TEL 093-222-2433

（有）丸英建設 10,000 －4008無法

土１建１大１と１屋１鋼１舗１塗１防１内１水１解１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿１１５－４〒807-0141

小野　清蔵057341

TEL 0948-23-0188

マツダ電通（株） 20,000 －4010有法

土２電２鋼２塗２通２
福岡県飯塚市花瀬１０２－４２〒820-0045

西野　慎吾057383

TEL 0944-41-7878

（有）松下電気 3,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字倉永１６８７－１〒837-0906

松下　和博057386

TEL 093-642-1731

（有）増栄工務店 9,000 －4008無法

建１大１塗１内１
福岡県北九州市八幡西区青山３－１４－２５〒806-0043

増田　昌裕057387

TEL 092-936-2216

（株）増田組 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木字才木１２６１〒811-2112

増田　茂光057390

TEL 0942-72-4532

（株）松尾硝子 3,000 －4002無法

ガ１具１
福岡県小郡市大崎９－１〒838-0127

松尾　辰次057415

TEL 093-701-1481

松尾（株） 10,000 －4008無法

大１左１屋１タ１板１塗１防１内１
福岡県北九州市若松区東二島２－２１－５〒808-0102

松尾　英司057455

TEL 093-618-8704

公平建設工業 －4008無個

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西１－２－２７〒807-1145

松尾　正次057456

TEL 092-501-3395

松田工務店 －4011無個

建１
福岡県春日市天神山２－５１〒816-0855

松田　長幹057457
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TEL 092-953-1286

松本土建 －4011無個

土１と１舗１
福岡県那珂川市片縄西３－９－６〒811-1202

松本　洋一057475

TEL 0940-42-1156

（株）松原組 20,000 －4008無法

土２建１と２石２舗２し２水２解２
福岡県福津市小竹１－１－６〒811-3226

松原　往憲057481

TEL 0948-24-0710

松村電気商会 －4010無個

電１
福岡県飯塚市伊川３９８〒820-0054

松村　純二057501

TEL 0979-82-8887

（有）松川冷熱 5,000 －4005無法

絶１
福岡県豊前市大字市丸１４２－７〒828-0035

松川　努057523

TEL 0947-32-8770

松井工務店 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡香春町大字採銅所４０１５－１〒822-1401

松井　良一057530

TEL 092-566-9686

（株）松本工務店 25,000 －4001無法

土２建２大２解２
福岡県福岡市南区花畑２－２４－６〒811-1356

松本　繁昭057532

TEL 093-695-2010

前田環境（株） 10,000 －4008有法

土１と１石１管１舗１し１防１水１清１解１
福岡県北九州市八幡西区大字則松２２０－１〒807-0831

前田　整男057536

TEL 0940-62-0016

松本組建設（株） 27,000 －4008無法

土１建２
福岡県宗像市神湊１０２０〒811-3501

松本　真誠057560

TEL 0949-42-0342

（株）松原土木 30,000 －4004無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７６８－３７〒807-1312

松原　龍成057562

TEL 092-936-0932

（有）増田工業 5,000 －4001無法

左１タ１塗１防１内１具１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石７７４－１〒811-2221

増田　綱男057563

TEL 0944-87-3873

馬渕庭寿園 －4003有個

園１
福岡県大川市大字郷原４７４〒831-0028

馬渕　久行057564

TEL 092-953-0359

松澤工務店 －4011無個

建１
福岡県那珂川市恵子２－１０－３〒811-1255

松澤　康則057572

TEL 092-938-2245

松山工業（株） 20,000 －4001無法

土１と１石１管２鋼１舗１し１井１水１消１
福岡県糟屋郡粕屋町若宮２－８－２０〒811-2314

松山　正治057583
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TEL 093-475-7900

増成動力興業（株） 10,000 －4008有法

電１管１機１
福岡県北九州市小倉南区長野１－５－７〒800-0228

渡　国博057589

TEL 093-592-5245

正城電気工業（株） 10,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区都１－３－１９〒803-0834

丸尾　勇太057597

TEL 0949-23-0818

丸彦産業（株） 30,000 －4004無法

土２建２大２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２防２内２水２解２
福岡県直方市大字中泉１１７２－３〒822-0011

堀　孝057612

TEL 092-582-0100

（有）毎日工藝 5,200 －4001無法

鋼１内１
福岡県福岡市南区的場２－１７－１０〒811-1314

沖高　廣057625

TEL 092-834-5738

（有）ＭＮＢ工事 3,000 －4001無法

管１絶１
福岡県福岡市早良区小田部１－１２－１１〒814-0032

真鍋　祐樹057630

TEL 092-691-3318

大松工業 －4001無個

土１と１水１
福岡県福岡市東区青葉１－４１－３〒813-0025

松田　喜房057631

TEL 092-572-6356

鳳住研 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区的場１－２７－８〒811-1314

松下　秀夫057642

TEL 092-932-5537

（株）松谷鐵工 10,000 －4001有法

建１鋼１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５－６－２２〒811-2126

松谷　昌浩057654

TEL 0948-62-5135

（有）松岡組 36,000 －4010無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県嘉麻市上臼井３４２－１〒820-0502

松岡　裕一郎057659

TEL 092-924-7190

牧工務店 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字立明寺４３７－４〒818-0042

牧　尚孝057663

TEL 0940-42-6286

中村設備（株） 10,000 －4008無法

管１水１
福岡県福津市上西郷６７０－３〒811-3207

中村　茂057700

TEL 092-923-2123

的野建設工業（株） 10,000 －4011有法

土１と１舗１水１
福岡県筑紫野市大字吉木７４８－１〒818-0004

的野　順司057707

TEL 093-601-8485

（株）マツモト 30,000 －4008無法

建１電２消１
福岡県北九州市八幡西区御開４－１６－１１〒807-0806

松本　勇治057718
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TEL 093-922-7323

槇電機 －4008有個

電１通１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町４－４－１０〒800-0256

槇　憲一057728

TEL 092-622-0475

（有）マルハ建具工業 3,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市東区社領１－５－９〒812-0068

紐本　肇057739

TEL 093-452-2701

（有）松本土木 40,000 －4008無法

土２と２舗２し２水２
福岡県北九州市小倉南区長尾４－１１－３〒803-0274

松本　明057762

TEL 0944-73-8746

松藤造園土木 －4003無個

土１と１園１
福岡県柳川市有明町１６３１－１〒832-0054

松藤　邦博057785

TEL 0949-33-3387

（有）丸善設備 5,000 －4004無法

土１建１電１管１舗１水１
福岡県宮若市本城１１０４〒823-0003

塩川　哲夫057806

TEL 093-472-2955

松尾興産（株） 38,000 －4008有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県北九州市小倉南区沼本町１－１４－１８〒800-0208

松尾　茂樹057818

TEL 0948-82-0100

松延製畳店 －4010無個

内１
福岡県飯塚市有安５３４〒820-0111

松延　隆俊057822

TEL 092-936-3136

（有）丸岡工業 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１９６４－４〒811-2112

丸岡　清文057833

TEL 0944-53-2663

松岡テント工業（株） 10,000 －4003有法

と１内１
福岡県大牟田市本町６－４－６〒836-0046

松岡　義人057837

TEL 0930-25-1313

（株）清翔産業 30,000 －4005有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県行橋市大字中津熊３２８－１２〒824-0063

松蔭　忠和057844

TEL 093-282-0969

前原設備工業（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡岡垣町東高陽２－５－７〒811-4225

前原　哲司057852

TEL 0940-32-1864

前田建設 －4008無個

建１
福岡県宗像市自由ヶ丘３－２－４１〒811-4163

前田　俊行057861

TEL 093-472-8377

前田表具内装 －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉南区中曽根４－１５－１１〒800-0222

前田　怜057862
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TEL 0943-35-0359

松岡建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町白木１０９４〒834-0084

松岡　広行057875

TEL 0940-36-3565

（有）松本造園 10,000 －4008無法

土１園１
福岡県宗像市久原２９２〒811-3437

進藤　明範057883

TEL 093-451-1737

前田工務店 －4008無個

防１
福岡県北九州市小倉南区徳吉東２－９－３８〒803-0277

前田　信昭057884

TEL 0947-45-6918

松隈木工所 －4009無個

具１
福岡県田川郡川崎町大字池尻８３７－２〒827-0002

松隈　文雄057886

TEL 093-871-6250

増田商店 －4008無個

内１
福岡県北九州市戸畑区天神２－４－３９〒804-0094

増田　喜久雄057895

TEL 092-954-3466

（有）誠工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市中原５－２０〒811-1213

前田　誠一057896

TEL 0942-51-5500

（株）萬代 20,000 －4002有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１機１水１
福岡県久留米市城島町下田３２２－３〒830-0202

万代　幸典057904

TEL 092-806-7308

（有）松尾設備工業 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区横浜１－１４－１８〒819-0166

松尾　俊三057908

TEL 0946-24-1515

（有）松本建設 20,000 －4006無法

土２と２舗２水２解１
福岡県朝倉郡筑前町依井１４０９－３〒838-0813

竹内　兼弘057922

TEL 093-962-8478

（株）前田電気商会 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区山手１－１１－１〒802-0982

前田　健太郎057939

TEL 092-503-1676

（株）マツトク建設 22,000 －4001無法

土２と２水２解２
福岡県福岡市博多区浦田１－２１－１１〒812-0861

松尾　正利057940

TEL 0944-86-3632

（有）松建 5,000 －4003有法

建１
福岡県大川市大字向島１８６１〒831-0005

松林　智徳057941

TEL 0949-28-1149

松尾組 －4004無個

土１
福岡県直方市大字植木２０２１〒822-0031

松尾　幸利057957
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TEL 093-962-6492

（有）丸徳建設 9,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区南方１－２－２〒802-0976

國兼　康彦057964

TEL 093-651-1836

（株）松原組 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡東区松尾町７－１０〒805-0032

松原　利一057967

TEL 0949-24-2367

（有）丸山防災センター 5,000 －4004有法

電１管１消１
福岡県直方市大字下新入２４１４〒822-0032

岡　泰公057975

TEL 092-943-2774

松尾工務店 －4001無個

建１
福岡県古賀市青柳町９３３－３〒811-3133

松尾　美喜男057984

TEL 092-516-8614

（有）松屋工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区桧原２－４５－２９－２０２〒811-1355

松崎　孝雄057986

TEL 0947-82-4915

（株）丸建 40,000 －4009無法

土２建２と２鋼２解２
福岡県田川郡添田町大字庄８３５〒824-0601

田中　洋057998

TEL 092-674-3252

（株）丸冨士 41,000 －4001無法

土１建１園１
福岡県福岡市東区下原１－２５－１〒813-0002

石野田　俊郎058000

TEL 093-473-8695

（有）藤本電気商会 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区津田４－１８－２０〒800-0242

藤本　博058020

TEL 092-982-8278

（有）福晃電業社 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区飯倉２－５－４０ファミニール飯倉１０２〒814-0161

直塚　恒明058024

TEL 092-871-4363

（有）福博電気工業 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区南片江２－２４－２〒814-0143

神山　聖悟058028

TEL 092-811-3278

（有）福岡緑地建設 11,000 －4001有法

土１と１園１
福岡県福岡市西区野方７－９４０〒819-0043

谷口　稔也058030

TEL 093-613-2318

フルタ電興社 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町２－２４－５〒807-0842

古田　賢一058045

TEL 0949-32-2989

（有）福博瓦工業 8,000 －4004有法

屋１
福岡県宮若市上大隈３－１１〒823-0005

関岡　寛058067
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TEL 092-281-1267

福岡電材（株） 10,000 －4001有法

電１管１機１
福岡県福岡市博多区石城町１－１５〒812-0032

八尋　茂058068

TEL 093-981-5252

（株）福田組 20,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１塗１水１
福岡県北九州市門司区上藤松１－１６－１６〒800-0044

福田　雄司058101

TEL 0948-22-4470

（株）深田環境開発工業 30,000 －4010有法

土２と２石２管２舗２し２水２
福岡県飯塚市菰田東２－１８－８〒820-0016

深田　信介058104

TEL 092-662-5551

福岡金属工業（株） 10,000 －4001無法

屋１板１具１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘５－８－１９〒813-0003

德永　悟058108

TEL 0949-42-0132

藤本土木（株） 30,000 －4004無法

土２と２舗２水２
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２８８０－２〒807-1312

藤本　栄子058129

TEL 092-606-2916

（有）陸央電設業 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区三苫２－２６－８〒811-0201

大賀　宗弘058149

TEL 09437-7-2719

（有）二子土木機工 3,000 －4002無法

土１と１舗１解１
福岡県うきは市浮羽町朝田１１１２－２〒839-1401

三善　聖文058161

TEL 092-831-1619

フジタ内装 －4001有個

内１
福岡県福岡市早良区飯倉４－１－３３〒814-0161

藤田　新八058162

TEL 0930-22-1720

藤建建設（株） 35,000 －4005無法

土２建１と２管１舗２し２水２解２
福岡県行橋市南大橋３－５－６〒824-0032

藤原　奈穂美058167

TEL 092-566-7475

福装冷機（有） 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区鶴田４－１５－３０〒811-1352

隈本　忠博058168

TEL 09446-3-5462

藤木建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町上庄５４７－６８〒835-0025

藤木　誠二058180

TEL 092-932-3500

福岡車輛（株） 10,000 －4001有法

鋼１機１清１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１３９８－３〒811-2114

藤　政則058207

TEL 092-591-4234

福岡軀体工業（株） 10,000 －4011有法

建１大１
福岡県大野城市山田３－１０－１４〒816-0922

上谷　寛治058217
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TEL 092-281-3337

福岡パーティション（株） 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区神屋町４－１１〒812-0022

五十嵐　順史058230

TEL 092-932-1550

（株）不二光 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡宇美町宇美６ー１９－２２〒811-2101

伊東　弘文058232

TEL 0947-44-5030

（株）リクデン 45,000 －4009無法

電２消１
福岡県田川市大字川宮１２１５〒826-0042

陸田　和子058234

TEL 0948-82-0017

（資）藤井建設 10,000 －4010無法

土１石１舗１水１
福岡県飯塚市多田１１０〒820-0116

藤井　俊一郎058293

TEL 093-481-6904

（有）富士建設 40,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区新門司３－６７－１３〒800-0115

徳川　龍矢058297

TEL 092-807-1278

（有）藤原設備工業 5,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市西区女原北１０－２０〒819-0377

藤原　勲058307

TEL 093-691-1762

（有）二葉建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区御開１－３－５〒807-0806

塚本　祐平058320

TEL 092-731-1010

福三商工（株） 20,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県福岡市中央区天神４－３－３０〒810-0001

児島　廣政058326

TEL 092-581-6461

（有）福富圧接 3,000 －4011無法

筋１
福岡県春日市宝町３－７－２〒816-0807

福富　正治058347

TEL 09447-6-3245

（有）藤木工務店 10,000 －4003無法

管１水１
福岡県柳川市大和町六合５５３－１〒839-0244

藤木　エイ子058361

TEL 093-471-6692

福田建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区中曽根５－３－３０〒800-0222

福田　春雄058367

TEL 092-325-0129

（株）藤栄建設 20,000 －4001有法

建２
福岡県糸島市二丈深江１７１０－２〒819-1601

藤田　謙治058370

TEL 092-407-7797

（株）ライフイン 3,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市早良区内野７－２２－６〒811-1123

柴山　茂則058372
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TEL 0943-22-4822

（有）ダン 3,000 －4007無法

土１と１舗１
福岡県八女市吉田１５７３－１〒834-0006

壇　守058386

TEL 092-722-0722

イーエレクス（株） 20,000 －4001有法

電２通１消１
福岡県福岡市中央区大濠２－１０－１０〒810-0052

山根　秀樹058387

TEL 092-525-3900

アートケンチクエイム（株） 10,000 －4001無法

建１塗１
福岡県福岡市南区那の川１－４－３－１０３〒815-0081

水口　和史058389

TEL 0949-32-1397

（有）古茅建設 3,000 －4004無法

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県宮若市宮田４４８８－２〒823-0011

白川　照男058390

TEL 0942-26-2205

藤吉設備（株） 10,000 －4002有法

土１建１管１水１
福岡県久留米市荒木町荒木１９８１－２〒830-0063

藤吉　昭二058406

TEL 092-582-3258

福岡電設工業（株） 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市南区井尻１－４－２２〒811-1302

小西　邦枝058414

TEL 0949-33-2168

古川建設 －4004無個

土１と１
福岡県宮若市上大隈４８３〒823-0005

古川　浅彦058420

TEL 0947-32-7790

冨士施工（有） 8,000 －4009無法

内１
福岡県田川郡香春町大字香春１６４１－１〒822-1406

瀬口　昇司058434

TEL 092-932-1254

藤木良弘設備（株） 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳６－１２－２３〒811-2127

松田　勉058451

TEL 092-962-9007

福岡産業開発（株） 10,000 －4001有法

と１解１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２１９１－１〒811-0102

吉永　清美058453

TEL 092-504-5005

双葉工業（株） 26,000 －4001有法

土２と２鋼２塗２解２
福岡県福岡市博多区金の隈２－１－３０〒812-0863

星子　洋満058478

TEL 092-751-0351

福岡鋼建（株） 10,000 －4001無法

建１ガ１具１
福岡県福岡市中央区伊崎４－２６〒810-0067

松下　晃一郎058481

TEL 092-593-7000

福建住宅（株） 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区日佐５－１２－１〒811-1313

大城　寛雅058496
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TEL 092-503-6158

（株）福岡技建工業 20,000 －4001有法

土１建１内１
福岡県福岡市博多区浦田１－２８－６８〒812-0861

迫野　譲二058498

TEL 092-939-1781

福岡電気工事（株） 10,000 －4001無法

電１鋼１内１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４－７－３２〒811-2315

弟子丸　泰介058499

TEL 092-952-2107

（株）藤野組 20,000 －4011無法

土２と２石２鋼２水２解２
福岡県那珂川市道善５－６２－１〒811-1254

藤野　俊次058501

TEL 092-531-2017

（株）福岡電設 20,000 －4001無法

土１電２管２通１消１
福岡県福岡市南区大楠２－８－１８〒815-0082

古川　辰巳058505

TEL 093-471-1373

（有）福山組 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区下貫１－３－２５〒800-0236

福山　敏喜058513

TEL 092-582-7650

（株）福岡重機センター 30,000 －4001無法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市博多区井相田１－９－３４〒812-0881

松隈　良隆058529

TEL 093-581-5133

（株）不動産プラザ 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区真鶴１－１２－１１〒803-0844

福谷　広志058540

TEL 0944-52-7534

藤村建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市三川町２－８０－９〒836-0065

藤村　哲也058601

TEL 09492-5-1800

福岡金属興業（株） 22,275 －4004有法

と１解１
福岡県直方市大字中泉８８５－１９〒822-0011

横溝　淳弥058604

TEL 092-932-1757

（株）藤木商会 10,000 －4001有法

土１管１水１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６－５－１６〒811-2126

藤木　直典058605

TEL 092-571-1792

（株）福田造園 10,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市博多区諸岡６－３０－４〒812-0894

福田　茂利058615

TEL 093-681-5055

（株）双葉建工 10,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市八幡東区宮田町２－９〒805-0009

南野　昌男058622

TEL 0948-65-1964

（株）藤川重機建設 40,000 －4010無法

土２建１と２舗２し２解２
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２０８４－１〒820-0067

藤川　武則058662
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TEL 093-641-3378

（有）古川電工 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区幸神２－２－３７〒806-0055

古川　周作058664

TEL 093-618-1634

（有）勇康建設 6,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区真名子２－１４－７〒807-1144

大石　明058669

TEL 0948-24-6625

（有）福栄開発工業 6,000 －4010無法

土１と１鋼１舗１塗１水１解１
福岡県飯塚市伊岐須５９７－１９〒820-0053

安部　清香058673

TEL 092-801-7278

（株）不二化水 10,000 －4001無法

管１機１清１
福岡県福岡市早良区干隈４－１６－７〒814-0163

藤田　廣秋058679

TEL 093-651-7802

（株）古村工務店 10,000 －4008無法

建１大１と１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡東区祝町２－７－９〒805-0041

古村　陽樹058680

TEL 092-812-0016

（有）福建設備 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区野方４－２５－１〒819-0043

濱地　和範058693

TEL 093-651-8850

藤永産業（株） 10,000 －4008有法

タ１
福岡県北九州市八幡東区末広町１２－１０〒805-0049

藤永　徳治058695

TEL 092-607-2355

福岡土木（株） 30,000 －4001無法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市東区和白丘３－３７１－１〒811-0213

香月　壮介058701

TEL 092-583-3033

（株）フアースト工房 10,000 －4011無法

建１内１
福岡県大野城市御笠川２－７－２〒816-0912

小野　浩司058710

TEL 0948-72-1002

（有）福岡設備 5,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市内住８１６〒820-0713

大塚　渉058715

TEL 093-612-8543

福本通信（有） 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市八幡西区小嶺台４－１１－１〒807-0082

福本　敏司058744

TEL 0947-42-2891

（株）藤原築炉 10,000 －4009無法

タ１
福岡県田川市大字弓削田２４１９〒826-0041

山本　登058754

TEL 092-926-1944

（有）二日市鉄工所 10,000 －4011無法

土１建１管１鋼１機１水１
福岡県筑紫野市大字天山６１０〒818-0012

森田　定利058757
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TEL 092-711-9011

福岡マリンサービス（株） 20,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市中央区港２－５－５５〒810-0075

村山　重廣058761

TEL 0944-76-0193

（株）藤木組 20,000 －4003無法

土２と２筋１舗２し２園２水２解２
福岡県柳川市大和町六合１１２７〒839-0244

藤木　昭満058773

TEL 0944-76-4232

（有）藤吉組 3,000 －4003無法

土１と１管１舗１水１
福岡県柳川市大和町明野１２７６－２〒839-0251

藤吉　久雄058774

TEL 093-791-5832

（株）富士機工 10,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市若松区南二島２－１７－１３〒808-0109

福永　一二三058791

TEL 0947-45-2449

（株）藤本工務店 22,000 －4009無法

土２建２と２石２タ２舗２し２塗２防２内２水２解２
福岡県田川市大字伊加利８９３－１〒825-0001

松下　雄二058792

TEL 092-522-5355

（株）アーチライン 30,000 －4001有法

土２と２塗２防１水２
福岡県福岡市中央区薬院４－６－１７〒810-0022

吉田　智顕058795

TEL 092-822-1300

（株）福岡インテリア 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区飯倉３－２７－９〒814-0161

川　　泰秀058808

TEL 0948-22-4567

（株）フクモト 10,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県飯塚市伊岐須４６１－９〒820-0053

福本　昭一058818

TEL 0942-44-3928

（有）ふじた造園 20,000 －4002無法

土１と１園１
福岡県久留米市山本町豊田６４－２〒839-0827

藤田　義光058819

TEL 092-574-5066

藤本工務店 －4011無個

建１
福岡県春日市下白水南６－７７〒816-0846

藤本　光彦058825

TEL 092-953-2389

フジケンホーム（株） 10,000 －4011有法

建１
福岡県那珂川市松木４－８－１〒811-1251

藤井　隆弘058826

TEL 092-622-1120

（株）フジネツ工業 10,000 －4001無法

と１管１機１絶１
福岡県福岡市東区松島１－１５－２９〒812-0062

野村　純椿058846

TEL 093-244-0030

（有）フジソウ 5,000 －4008無法

内１
福岡県中間市長津１－２０－６〒809-0036

藤　竜也058851
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TEL 093-751-1600

福栄工業（株） 10,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１水１解１
福岡県北九州市若松区響町１－９０－４〒808-0021

石川　利彦058857

TEL 093-222-0777

（株）のぶなが建設 10,000 －4008有法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県遠賀郡芦屋町幸町２－４３〒807-0101

延永　昭二058871

TEL 0942-32-8627

（有）古川工業 5,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県久留米市小頭町５－２３〒830-0045

古川　賢太郎058882

TEL 0947-72-3378

藤川電気 －4009無個

電１通１
福岡県田川郡川崎町大字田原１０９４－２〒827-0004

藤川　敏之058888

TEL 093-474-6555

（株）福喜 10,000 －4008有法

建１屋１管１塗１
福岡県北九州市小倉南区下曽根３－２－８〒800-0217

福田　登058899

TEL 0942-32-5769

（株）和泉オークス 3,200 －4002有法

土１建１電１管１水１
福岡県久留米市野中町１０５５－１〒839-0862

和泉　光紀058903

TEL 092-881-7579

（株）福重産業 20,000 －4001有法

土２と２管２舗２水２解２
福岡県福岡市西区福重３－１３－１３〒819-0022

在郷　神也058909

TEL 092-882-5519

（株）藤匠住宅 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区小戸３－２－２６〒819-0001

平野　結058913

TEL 093-613-5440

（有）二股組 3,000 －4008無法

と１電１
福岡県北九州市八幡西区市瀬３－９－３４〒806-0063

二股　茂058914

TEL 092-862-0815

（有）プラス 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区片江５－３８－１２〒814-0142

福井　史郎058915

TEL 093-331-6268

（株）太工務店 10,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市門司区田野浦１－４－２４〒801-0803

尾茂田　千鶴子058921

TEL 092-715-0641

福唐建設（有） 3,000 －4001無法

土１建１
福岡県福岡市中央区長浜２－４－２２７〒810-0072

吉海　猛志058923

TEL 092-843-1345

（株）福岡住宅 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区南庄２－１１－６〒814-0031

目良　豊058952
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TEL 093-681-4467

藤林工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区西川頭町６－２７〒806-0017

藤林　隆058953

TEL 09496-2-1514

扶桑興産（株） 32,000 －4004無法

土２建１と２石２舗２し２水２解２
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳２００８〒820-1101

桑村　まり子058960

TEL 0930-25-6502

（株）テクノネット 10,000 －4005無法

電１管１
福岡県行橋市大字元永９６〒824-0015

角杉　貴通058977

TEL 092-531-6605

（有）藤澤工務店 5,000 －4001有法

建１管１
福岡県福岡市中央区平和５－２－２１〒810-0016

藤澤　英昭058986

TEL 092-534-5160

（株）福菱冷機 20,000 －4001無法

管２
福岡県福岡市南区那の川１－１１－２０〒815-0081

竹本　正明058998

TEL 0947-63-4380

サカキ工務店 －4009無個

土１
福岡県田川郡大任町大字今任原１７６９〒824-0511

坂木　悠紀彦059014

TEL 0948-62-2036

（有）坂本工業 40,000 －4010無法

土２建２と２管１鋼２舗２し２塗２機１園１水２解２
福岡県嘉麻市嘉穂才田１６５２番地１〒820-0336

坂本　洋059051

TEL 093-582-4487

（有）薩摩管工 3,000 －4008無法

管１機１水１
福岡県北九州市小倉北区金田２－１－１２〒803-0816

尾　　良夫059060

TEL 0949-24-2260

（株）山公地産 20,000 －4004有法

土２建１電１管１舗１水１
福岡県直方市大字頓野３８１３－１〒822-0002

山本　正彦059061

TEL 093-582-4675

山藤電気工業 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉北区中井４－１－８〒803-0836

山藤　勝重059073

TEL 0942-34-8807

酒見建設（株） 16,000 －4002有法

建１大１内１
福岡県久留米市長門石１－１１－３〒830-0027

酒見　誠059075

TEL 093-381-0917

（有）三栄電業社 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区奥田１－４－７〒800-0011

金子　友弥059097

TEL 093-661-0681

（有）三和タイル商会 3,000 －4008有法

タ１
福岡県北九州市八幡東区枝光本町２－２〒805-0008

末永　浩朗059121
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TEL 0930-23-5514

（株）サンエイ 40,000 －4005有法

土１建２解１
福岡県行橋市大字上津熊５７－３〒824-0064

村上　英明059133

TEL 0947-44-2254

サンヨー工機（株） 48,000 －4009有法

管１鋼１機１
福岡県田川市大字夏吉４２２－１０〒825-0004

宮﨑　治059145

TEL 093-511-5637

（株）佐藤技建 30,000 －4008有法

土１建２大２と２舗１塗２防２内２解２
福岡県北九州市小倉北区赤坂３－５－６１〒802-0032

佐藤　寿洋059148

TEL 092-741-2813

山陽設備工業（株） 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市中央区六本松２－１－１〒810-0044

田村　竜一059151

TEL 0947-22-0314

（株）崎山組 20,000 －4009有法

土２建２と２石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡福智町伊方４６２８〒822-1211

崎山　京059158

TEL 093-223-0277

三和冷凍工業（有） 10,000 －4008有法

管１
福岡県遠賀郡芦屋町高浜町２１－１〒807-0122

塚本　祐二059169

TEL 092-611-4080

（株）山水製作所 50,000 －4001有法

土２と２塗２
福岡県福岡市東区松島１－１３－８〒812-0062

山下　茂059175

TEL 092-926-6273

桜田建設 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字天山６５６－１〒818-0012

桜田　勝利059176

TEL 092-801-1310

さかいや電設 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区田隈３－２２－２４〒814-0174

境屋　守059206

TEL 0948-28-7727

（株）サンヨー建材工業 10,000 －4010無法

ガ１具１
福岡県飯塚市秋松９４１〒820-0083

越智　志津香059217

TEL 093-662-7288

（株）サンエーホーム 10,000 －4008無法

建１と１解１
福岡県北九州市八幡東区中央３－３－１４〒805-0019

草賀　勲059220

TEL 092-946-3562

斉藤建設 －4001無個

建１
福岡県古賀市薦野１８５１－１３〒811-3122

斉藤　眞弘059225

TEL 093-701-1547

（株）佐藤建設 30,000 －4008無法

建２
福岡県北九州市若松区東二島２－２－１９〒808-0102

佐藤　寛059239
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TEL 092-621-1100

（株）産興 30,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３〒812-0013

住吉　孝介059240

TEL 092-511-0305

三栄工業（株） 10,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１解１
福岡県福岡市南区皿山１－４－３９〒811-1365

福田　和夫059242

TEL 0942-75-2307

（株）佐々木組 20,000 －4002無法

土２と２舗２水２解２
福岡県小郡市津古１４０６〒838-0102

佐々木　善朗059264

TEL 093-621-1940

（株）山協工務店 34,000 －4008有法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－１０－１３〒806-0066

山本　将大059272

TEL 092-807-6336

（株）崎田工務店 90,000 －4001有法

土１建２大２と１石１タ２筋１舗１内２
福岡県福岡市西区今宿青木３７２〒819-0162

小林　好盛059278

TEL 093-612-6161

（有）さめしま 3,000 －4008無法

建１電１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西１－２１－２５〒807-0074

鮫島　徳次059292

TEL 092-714-4781

三幸電設（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区薬院２－１８－１３〒810-0022

天本　拓也059296

TEL 0942-32-5410

（株）坂田ガス住設 20,000 －4002有法

土１管２水１
福岡県久留米市東櫛原町２８３〒830-0003

坂田　博輝059308

TEL 0940-42-1188

（株）桜井建設 25,000 －4008有法

建１大１左１と１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１具１解１
福岡県福津市中央２－１９－３－２０１〒811-3217

櫻井　孝弘059322

TEL 093-613-0519

藤木建設（株） 30,000 －4008有法

土２建２と２管１舗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区大平３－１６－１０〒807-0083

藤木　智059326

TEL 0947-72-5918

（株）材木建設 10,000 －4009有法

土１建１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１９７５〒827-0003

材木　國廣059332

TEL 092-410-8781

（株）サンヨーカウシステム 10,000 －4001有法

建１鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷３１５－２６〒811-2115

松本　憲季059355

TEL 092-953-4582

（有）サンコー内装工業 5,500 －4011無法

内１
福岡県那珂川市仲１－１１８〒811-1253

皿井　規暎059385
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TEL 093-612-5153

（有）三ヶ森製畳 9,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区三ケ森２－８－６〒807-0843

小島　啓介059387

TEL 0946-22-3162

（有）三晃インテリア 8,000 －4006無法

内１
福岡県朝倉市屋永４３２８－１３〒838-0031

宇都宮　哲彦059405

TEL 0948-62-3190

（株）坂口建設 20,000 －4010無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県嘉麻市芥田３２０－１〒820-0331

坂本　竹弘059415

TEL 092-511-7171

三和浄水（株） 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市南区清水２－６－１４〒815-0031

牛嶋　政雄059422

TEL 092-272-1634

（株）三州計装 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市博多区奈良屋町１０－３〒812-0023

古野　肇059423

TEL 0943-42-0680

（株）酒井組 20,000 －4007無法

土２と２管２舗２園２水２解２
福岡県八女市黒木町今６５６－４〒834-1221

酒井　徳弥059434

TEL 092-862-6965

（有）笹丘住宅 3,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市城南区堤１－１１－２３－６０２〒814-0151

末田　達也059438

TEL 0947-82-0151

（有）三栄産業 5,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡添田町大字桝田１６２７〒824-0723

丸林　平059440

TEL 0944-52-2049

坂口建設 －4003無個

建１と１
福岡県大牟田市大字歴木２１６－４〒837-0924

坂口　博059451

TEL 093-601-2161

（株）坂田 10,000 －4008有法

建１屋１板１ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区陣原５－４－２２〒807-0821

坂田　篤実059467

TEL 092-608-6601

（有）若藤建設 4,000 －4001無法

土１し１園１
福岡県福岡市東区奈多１－２－７－２０３〒811-0204

佐藤　俊彦059468

TEL 092-938-2690

アステック（株） 10,000 －4001有法

管１鋼１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－５－２５〒811-2317

柳　正司059474

TEL 093-681-1928

三栄電気工事（株） 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区清納１－２－９〒806-0013

近藤　稔059489
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TEL 092-624-3855

（株）坂本工業 30,000 －4001有法

と２解２
福岡県福岡市東区二又瀬新町９－１２〒813-0065

坂本　達也059491

TEL 0948-62-2594

（株）坂本産業建設 25,000 －4010無法

土１建１と１石１管１舗１塗１水１
福岡県嘉麻市大力４４４－１〒820-0333

坂本　正治059499

TEL 0947-82-0095

坂本建設 －4009無個

建１
福岡県田川郡添田町大字添田２１１１－１〒824-0602

坂本　幸造059519

TEL 093-654-7577

（有）ＳＡＮＫＹＯ 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区槻田２－８－１〒805-0031

山本　幸夫059521

TEL 0947-26-3110

澤田試錐調査 －4009有個

と１井１
福岡県田川郡糸田町上糸田２２１７－２〒822-1316

澤田　康治059524

TEL 092-962-4841

（株）明興 10,000 －4001有法

と１解１
福岡県糟屋郡新宮町大字的野７２３－３〒811-0104

柳　旭059527

TEL 0949-42-3267

佐野鉄筋 －4004無個

筋１
福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７１１－１０〒807-1307

佐野　俊博059532

TEL 0942-62-6055

坂本建設 －4002有個

建１
福岡県久留米市城島町大依２６６－１７〒830-0205

坂本　忠教059535

TEL 092-441-0428

山洋システムエンジニアリング（株） 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－８－２６〒812-0013

岩本　敏明059538

TEL 093-293-5692

財前建設工業 －4008無個

建１大１屋１内１
福岡県遠賀郡遠賀町若葉台１－１９〒811-4323

財前　廣吉059540

TEL 0944-62-3452

三小田組 －4003無個

土１と１
福岡県みやま市瀬高町山門３５－２〒835-0004

三小田　進二059549

TEL 092-503-6892

（株）三和工業 30,000 －4001無法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市博多区金の隈１－２８－１２〒812-0863

恒住　俊和059556

TEL 093-751-3333

三喜工業（株） 20,000 －4008有法

塗１
福岡県北九州市若松区響町１－１１０－２〒808-0021

磯部　浩三059579
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TEL 092-861-9431

崎田工房 －4001無個

建１
福岡県福岡市城南区樋井川４－４１－９〒814-0153

崎田　邦夫059616

TEL 092-953-5691

（株）三起工 20,000 －4011無法

土２建２大２と２鋼２筋２舗２水２
福岡県那珂川市大字上梶原５８８〒811-1223

丹野　鉄平059617

TEL 092-586-3770

（株）三協 10,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市仲畑１－１１－１６〒816-0921

野村　勇吉059624

TEL 0942-73-5755

佐藤造園 －4002無個

園１
福岡県小郡市福童砂走１３３３〒838-0137

佐藤　天章059636

TEL 0948-62-2005

（株）佐久間組 10,000 －4010無法

土１建１
福岡県嘉麻市飯田２１２－１〒820-0501

佐久間　正彦059639

TEL 0942-43-0635

（株）佐田土木 20,000 －4002無法

土２建２左２と２舗２水２解２
福岡県久留米市東合川９－１６－５０〒839-0809

佐田　茂人059641

TEL 0947-22-1587

佐藤建業 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡福智町金田１１３５－４〒822-1201

佐藤　隆臣059648

TEL 092-541-9646

（株）佐伯工業 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区野多目１－５－３〒811-1347

佐伯　一幸059669

TEL 092-621-7130

三和機電工業（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区多の津５－１３－６〒813-0034

中島　悟059675

TEL 0948-82-2423

友信建設（株） 20,000 －4010無法

土２建２と２石２舗２し２解２
福岡県飯塚市赤坂８７６－４４〒820-0106

小倉　信一059689

TEL 0942-39-7946

三光電気工事（株） 10,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市松ケ枝町４４〒830-0043

山口　秀和059698

TEL 0949-32-2093

坂田電気工事商会 －4004無個

電１管１
福岡県宮若市鶴田２０４６－６９〒823-0002

坂田　富重059719

TEL 092-801-0063

彩備電気（株） 20,000 －4001無法

電２消１
福岡県福岡市城南区神松寺３－２２－５〒814-0121

西村　龍二059724
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TEL 093-613-5544

（有）坂田工業所 5,000 －4008無法

土１建１と１鋼１
福岡県北九州市八幡西区里中２－１３－１５〒807-0846

坂田　和加雄059725

TEL 092-711-8151

誠新産業（株） 100,000 －4001有法

と１屋１電１塗２防２内１
福岡県福岡市中央区薬院２－１９－２８〒810-0022

長尾　靖高059737

TEL 092-823-2981

（株）サンワ商会 20,000 －4001無法

土２管１機１水２
福岡県福岡市早良区祖原２０－１２〒814-0005

原田　剛059743

TEL 092-921-2000

（有）佐々木設備 3,000 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市大字古賀１１－８〒818-0047

佐々木　裕一059755

TEL 093-592-2668

（株）サン建築工房 20,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区大手町３－１〒803-0814

永野　幸裕059760

TEL 092-711-8858

三友機器（株） 50,000 －4001有法

建２電１管１鋼２機２
福岡県福岡市中央区大手門１－１－３〒810-0074

平木　一男059765

TEL 092-585-0980

斉藤工務店 －4011無個

建１
福岡県春日市小倉２－１３５〒816-0824

斉藤　光男059773

TEL 092-935-2928

（有）三設 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡志免町別府東３－１－２０〒811-2231

近藤　準一059779

TEL 092-522-1221

サンテック（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区白金１－１１－２３〒810-0012

三ツ谷　朋彦059787

TEL 093-341-2855

西部建設工業（株） 50,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市門司区春日町２５－１〒801-0823

足立　美幸059789

TEL 092-873-2100

三栄工業（株） 10,000 －4001有法

管１水１消１
福岡県福岡市早良区次郎丸２－１５－１〒814-0165

不動寺　政隆059800

TEL 0942-52-2736

（有）佐藤組 30,000 －4007無法

土２建２と２管１舗２水２解２
福岡県筑後市大字長浜６１７－１〒833-0005

佐藤　幹男059803

TEL 0944-41-7011

（株）坂口建設産業 10,250 －4003有法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県大牟田市大字橘９２１－４〒837-0911

坂口　壱義059805
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TEL 092-474-3078

三和電気工事（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市博多区那珂６－９－６〒812-0893

三宅　信059811

TEL 093-381-3225

澤田畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市門司区社ノ木１－５－１９〒800-0054

澤田　藤雄059826

TEL 0948-24-8888

（株）三協増改築センター 20,000 －4010有法

建２
福岡県飯塚市目尾字小坂６５７－３〒820-0062

川原　太059829

TEL 093-941-6701

（有）三協施設 3,000 －4008無法

と１塗１
福岡県北九州市小倉南区北方２－２６－２０〒802-0841

岩丸　由紀059846

TEL 092-671-1855

（株）三和興業 30,000 －4001無法

建２と２解２
福岡県福岡市東区千早２－２－４３〒813-0044

大山　哲寿059855

TEL 092-612-6556

（株）サンレイ空調 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区吉塚２－１－２５〒812-0041

門野　美郎059866

TEL 093-963-4551

山栄建設（有） 9,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区南方４－７－１７〒802-0976

山内　賢一059883

TEL 092-710-4884

（株）三連工業 15,000 －4001有法

土１と１管１鋼１舗１機１水１
福岡県福岡市博多区千代４－２９－６５－３０１〒812-0044

花田　英夫059891

TEL 0947-42-3233

（株）笹山組 30,000 －4009有法

建１
福岡県田川市大字伊田４０９〒825-0002

笹山　勇三059893

TEL 09446-2-2582

（有）廣瀬住設 6,000 －4003有法

管１水１
福岡県みやま市瀬高町小川１１３８－１〒835-0023

廣瀬　岩男059894

TEL 093-681-4024

（有）佐々木工業 5,000 －4008有法

塗１防１
福岡県北九州市八幡東区桃園２－８－１０〒805-0068

佐々木　俊一059897

TEL 0942-64-3881

サカイ工業（株） 20,000 －4002有法

土２建２と２水２解２
福岡県久留米市三潴町清松３７８－１〒830-0116

坂井　綾059906

TEL 093-541-6152

（有）佐々吹付工業所 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区高浜２－６－１３〒802-0021

佐々　良治059908
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TEL 092-501-5350

三光消防設備（有） 3,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市博多区板付５－５－３４〒812-0888

丸山　晃生059911

TEL 092-501-6708

（株）サニー広告 10,000 －4011無法

と１鋼１
福岡県春日市上白水４－３８〒816-0844

大庭　俊治059936

TEL 092-322-7140

三昭建設（有） 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県糸島市大門３４８－２〒819-1564

三島　広幹059945

TEL 0942-72-0095

三和油機工業（株） 20,000 －4002有法

土２建２と１管１鋼２解１
福岡県小郡市小郡字正尻１５７２－２〒838-0141

林田　幸司059949

TEL 0944-51-0208

坂口設備（株） 20,000 －4003無法

土１管２機１消１
福岡県大牟田市大字歴木４６０－１５〒837-0924

坂口　一059969

TEL 092-476-5550

（株）サンシステム通信 10,000 －4001有法

電１通１消１
福岡県福岡市博多区上牟田３－３－３〒812-0006

長　清孝059976

TEL 0942-51-2323

（株）ベイテック 28,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県久留米市荒木町藤田１４２３－４０〒830-0064

井上　繁治059986

TEL 0946-72-2213

佐々木造園 －4006有個

園１
福岡県朝倉郡東峰村大字福井９８４－３〒838-1702

佐々木　茂季059992

TEL 092-865-5557

（株）﨑元空調 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区長尾４－３－１６〒814-0123

﨑元　卓矢059994

TEL 093-473-1571

（株）坂口鉄筋工業 10,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市小倉南区津田１－１５３－１〒800-0242

椙山　信治059996

TEL 092-739-5220

（株）斉藤工務店 10,000 －4001有法

土１建１
福岡県福岡市中央区天神１－１－１〒810-0001

齋藤　朋晃059997

TEL 092-503-3322

（有）博多クレーン工業 4,200 －4011無法

と１
福岡県大野城市乙金東４－１３－１〒816-0901

宮木　正則060010

TEL 0948-72-0581

畠中設備 －4010無個

管１水１
福岡県飯塚市大分１６４０〒820-0712

畠中　博治060053
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TEL 092-322-4273

馬場建設（株） 51,000 －4001有法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県糸島市萩浦４－４－６〒819-1121

馬場　毅060082

TEL 092-924-2345

林田建材（株） 10,000 －4011有法

土１管１水１
福岡県筑紫野市二日市南３－７－１〒818-0057

林田　昌英060091

TEL 092-524-1229

（株）ハイクラフト 13,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区薬院４－１８－２４〒810-0022

中畑　孝信060134

TEL 092-851-1629

（株）原田土木 40,000 －4001無法

土２建１と２石１管１舗２し１園１水１解１
福岡県福岡市早良区小田部５－１３－７〒814-0032

原田　岩雄060159

TEL 092-781-2390

博多港管理（株） 60,000 －4001有法

土２建１と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市中央区港２－３－２６〒810-0075

大原　剛毅060169

TEL 092-761-2172

（株）花田設備 20,000 －4001無法

管１水１消１
福岡県福岡市中央区春吉３－２５－１８〒810-0003

花田　政彦060173

TEL 0943-77-3540

秦建設 －4002無個

建１
福岡県うきは市浮羽町三春１７８４〒839-1407

秦　博敏060184

TEL 093-371-7955

ハヤシホームサービス －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区花月園１－１６〒801-0876

林　孝弘060199

TEL 0943-23-1630

南場建設 －4007無個

建１
福岡県八女市馬場６９０〒834-0023

馬場　龍己060200

TEL 0942-34-8712

ローエン・ハラ －4002無個

内１
福岡県久留米市江戸屋敷２－１１－１１〒830-0059

原　富雄060201

TEL 092-621-8427

（株）博電社 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市東区原田１－２８－１８〒812-0063

小林　洋子060210

TEL 093-661-5500

原田工業（株） 10,000 －4008無法

管１絶１
福岡県北九州市八幡東区荒手１－１３－１２－１０２〒805-0001

平野　哲夫060212

TEL 0947-45-2228

（株）原組建設 10,000 －4009無法

土１建１と１管１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原１６４２－３〒827-0004

田中　やゆみ060238
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TEL 093-631-6600

（株）ハッセイ 50,000 －4008有法

電２管２機２消１
福岡県北九州市八幡西区市瀬１－２－１〒806-0063

樋口　和宏060240

TEL 0946-63-3752

（株）畑組 20,000 －4006無法

土１と１筋１
福岡県朝倉市杷木志波５９０２－１〒838-1521

畑　和敏060259

TEL 093-582-7381

（有）花岡製作所 5,000 －4008無法

建１鋼１機１
福岡県北九州市小倉北区篠崎５－３－５〒803-0861

花岡　勲060279

TEL 093-582-5881

（有）濱川組 5,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市小倉北区南丘１－１４－５〒803-0863

濱川　一義060287

TEL 092-641-1003

（株）博東設備工業 20,000 －4001有法

管１水１
福岡県福岡市東区馬出２－５－５〒812-0054

藤岡　則昭060295

TEL 092-771-4495

橋本建設（有） 10,000 －4001有法

建１鋼１
福岡県福岡市中央区赤坂２－５－４０〒810-0042

橋本　文王060301

TEL 0944-55-3495

原田工業（株） 10,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市大字草木１２２６〒837-0917

原田　榮吉060313

TEL 0930-52-0514

大正建設 －4005無個

土１と１石１舗１水１
福岡県築上郡築上町大字袈裟丸４５４－１〒829-0117

原　正次060326

TEL 09492-2-4553

（有）長谷川建設 3,000 －4004無法

土１と１
福岡県鞍手郡小竹町大字赤地１７８６－１〒820-1102

長谷川　博一060328

TEL 093-591-0503

原工業（有） 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区大手町１０－５０－７０２〒803-0814

岸川　博紹060330

TEL 092-811-0450

浜田電工（株） 20,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市西区野方３－１２－２１〒819-0043

岡木　伸泰060335

TEL 092-632-8605

（株）花山組 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区馬出３－２－２１〒812-0054

花山　悦子060347

TEL 0946-22-7525

（株）原工業 20,000 －4006有法

土１と１舗１水１解１
福岡県朝倉市頓田５０－１〒838-0064

原　まゆみ060351
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TEL 0948-82-0184

（株）林田組 10,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市綱分６８９－６〒820-0101

林田　三鳳060357

TEL 092-933-0075

林田建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷１３１４－５１〒811-2115

林田　久則060381

TEL 0946-52-2600

服部建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市宮野２１０９－１〒838-1302

服部　利夫060400

TEL 093-244-3355

（株）ハヤシ 20,000 －4008有法

土２建１と２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県中間市中尾２－１４－１４〒809-0032

林　聖邦060409

TEL 0948-24-8794

花元建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市下三緒９２－１〒820-0012

花元　数馬060421

TEL 092-432-4780

（株）ハットリ 35,000 －4001無法

土２建２左２と２屋２タ２鋼２板２塗２防２内２解２
福岡県福岡市博多区東那珂２－２－１１〒812-0892

服部　伸児060424

TEL 0947-45-1004

インテリアはら －4009無個

内１
福岡県田川市大字夏吉２９９５－３〒825-0004

原　高比古060435

TEL 0949-32-8822

早川産業（株） 30,000 －4004無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県宮若市芹田３７〒823-0013

早川　義基060448

TEL 0946-62-0402

（株）原田組 20,000 －4006無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県朝倉市杷木若市２７７８－１〒838-1515

沖潮　正060461

TEL 092-291-8080

博多湾環境整備（株） 29,400 －4001有法

土２建２と２鋼２舗２し２園２水２
福岡県福岡市博多区沖浜町１２－１〒812-0031

犬丸　謙一060467

TEL 0946-62-1157

日迎建設（株） 22,000 －4006無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県朝倉市杷木池田４３７－５〒838-1511

高山　雄智060469

TEL 093-434-1252

（有）ハタダ設計工務店 3,000 －4005無法

建１
福岡県京都郡苅田町若久町１－３－５３〒800-0302

畑田　正博060480

TEL 092-671-5372

（有）原工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区若宮１－２４－２５〒813-0036

原　雅仁060482
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TEL 0942-34-0378

（株）羽根 10,000 －4002有法

絶１
福岡県久留米市西町９０５－４〒830-0038

羽根　陽二郎060501

TEL 092-861-0923

（株）濱田設備工業 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市城南区南片江２丁目１１一１７〒814-0143

濱田　佐知郎060514

TEL 09443-2-1807

（株）馬場建設工業 20,000 －4003無法

土１建２と１
福岡県三潴郡大木町大字大薮６９５、６９６合併〒830-0423

馬場　聡060523

TEL 092-504-0480

（株）林建装 20,000 －4011無法

建２大２左１と１石１屋２タ１鋼１板２ガ１塗１防１内２具１解２
福岡県大野城市御笠川３－７－１８〒816-0912

妹尾　晃060547

TEL 093-791-3301

英建設（株） 40,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市若松区今光２－２２－２７〒808-0071

永渕　俊英060549

TEL 0946-22-3614

（有）原田緑地建設 5,000 －4006無法

園１
福岡県朝倉市小隈２１０－２〒838-0052

原田　一彦060553

TEL 0930-22-2305

（株）浜内工業 30,000 －4005無法

土１建１と１舗１
福岡県行橋市大橋１－１０－１〒824-0003

　内　美智子060561

TEL 093-961-2440

林電機（株） 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区石田南３－６－１７〒802-0836

林　雅広060575

TEL 092-621-6747

（株）筥松建装 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区筥松３－１３－５〒812-0061

井上　益太郎060583

TEL 093-881-9659

林住建 －4008無個

土１建１
福岡県北九州市戸畑区元宮町１２－８〒804-0072

林　徳彦060591

TEL 093-331-1482

濵田海運（株） 20,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２
福岡県北九州市門司区田野浦１－１－２７〒801-0803

濵田　尚也060594

TEL 092-566-7705

（株）パイオニア産業 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市南区鶴田４－５２－６〒811-1352

益田　善政060598

TEL 0947-46-2577

利工務店 －4009無個

建１
福岡県田川市大字糒１９８－１〒825-0005

原　利幸060621
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TEL 0979-72-1201

（有）林野建設 10,000 －4005無法

土１と１舗１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字下唐原１３４５〒871-0927

木村　凡子060627

TEL 093-246-0102

（株）原産業 10,000 －4008無法

土１建１大１と１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県中間市小田ヶ浦１－９－１１〒809-0031

原　弘之060631

TEL 092-926-7315

（有）橋本技研 3,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市大字筑紫４６０－４５〒818-0025

橋本　英之060646

TEL 092-923-3463

花田園芸 －4011有個

園１
福岡県太宰府市水城２－３－５〒818-0131

花田　厚志060650

TEL 0943-23-0556

（有）橋山建設工業 5,000 －4007無法

土１と１舗１水１解１
福岡県八女市山内１２０６－１〒834-0012

橋山　秀親060657

TEL 0942-34-1049

濱崎建設（株） 48,800 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２園２水２解２
福岡県久留米市宮ノ陣６－２７－１６〒839-0801

濵崎　邦彦060659

TEL 0940-33-8588

長谷川造園（株） 10,000 －4008有法

園１
福岡県宗像市曲１２３４〒811-3413

松尾　みどり060662

TEL 0944-56-5849

（株）原田建設 20,000 －4003無法

土２と１管１舗２水１解１
福岡県大牟田市汐屋町４－１０〒836-0057

秋原　真樹060666

TEL 093-475-3500

博新建設（株） 10,000 －4008有法

建１大１と１筋１
福岡県北九州市小倉南区大字曽根新田１２２〒800-0214

内納　敏也060667

TEL 092-564-3936

橋口工業（株） 60,000 －4001無法

土２建２と２石２屋２タ２鋼２塗２防２解２
福岡県福岡市南区鶴田２－１６－７〒811-1352

橋口　律雄060690

TEL 092-585-0373

（株）浜田 20,000 －4011無法

電２通１消１
福岡県春日市一の谷４－１０〒816-0852

濵田　勝己060692

TEL 0943-32-0404

ドボテック（株） 7,000 －4007無法

土１水１
福岡県八女郡広川町大字久泉６５ー１〒834-0112

馬場　裕介060698

TEL 092-531-1009

（株）馬場石材店 10,000 －4001無法

土１石１
福岡県福岡市南区平和２－２０－１５〒815-0071

山村　末登060701
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TEL 0943-42-0096

（有）橋村住設 5,000 －4007有法

土１管１水１
福岡県八女市黒木町田本１７８－１〒834-1214

橋村　賢二060713

TEL 093-621-5782

（有）濱田表具店 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区田町１－４－１８〒806-0003

濵田　栄作060720

TEL 0940-52-4373

（株）ハナダ建設 20,000 －4008無法

土２建１と２石２舗２し２水２解２
福岡県福津市渡１３９０〒811-3307

花田　貞二060724

TEL 092-812-8100

（有）蓮池工業 10,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市西区大字飯盛４３０－１〒819-0037

華山　成光060742

TEL 093-472-0561

（有）ハタナカ 10,000 －4008無法

建１屋１管１塗１内１
福岡県北九州市小倉南区津田新町２－１１－７〒800-0227

畠中　亨060744

TEL 0946-42-1183

（株）博光製作所 10,000 －4006無法

機１
福岡県朝倉郡筑前町下高場１９６６－１〒838-0211

田籠　健一060756

TEL 092-804-6029

ハマ店装 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区早良５－５－２〒811-1122

濱河　正伸060759

TEL 0930-52-2373

（有）鈴歩興業 10,000 －4005無法

土１と１舗１水１
福岡県築上郡築上町大字下別府１６９０－５－２０２〒829-0108

繁永　鈴子060761

TEL 0943-72-0303

（株）万代園 20,000 －4002無法

土１と１舗１園２水１
福岡県久留米市田主丸町恵利４７４－１〒839-1228

中野　武俊060762

TEL 093-473-3173

しん太郎技建 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区中曽根６－１０－２〒800-0222

長谷　浩060763

TEL 092-891-0570

（有）林田建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区愛宕南１－９－５〒819-0007

林田　清美060768

TEL 093-245-2843

林建設 －4008無個

建１
福岡県中間市通谷３－２８－１５〒809-0018

林　健治060779

TEL 092-411-4351

ＭＩ万世ステンレス（株） 100,000 －4001有法

鋼１板１具１
福岡県福岡市博多区西月隈１－１４－７９〒812-0857

長田　成司060788
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TEL 092-891-5584

（株）長谷部組 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区姪浜駅南４－２０－５〒819-0006

長谷部　孝志060789

TEL 092-621-9855

（株）ハマダ緑研 20,000 －4001無法

土２と２
福岡県福岡市博多区空港前４－１８－９〒812-0002

濵田　吉尚060794

TEL 092-892-8557

（有）馬場産業 3,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市西区姪の浜６－１２－４〒819-0002

荒木　富美子060796

TEL 0946-62-1729

橋本建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市杷木若市２６１５－１〒838-1515

橋本　國行060802

TEL 0947-62-3290

新栄管工事 －4009無個

土１と１管１
福岡県田川郡赤村内田１３１０－１〒824-0432

原　浩己060812

TEL 093-244-0630

（有）枦渕電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県中間市岩瀬１－５－２８〒809-0011

枦渕　和美060816

TEL 093-691-5846

（株）白翠園 5,000 －4008有法

土１園１
福岡県北九州市八幡西区則松東２－３－８〒807-0837

立石　三稔060830

TEL 0947-62-2369

（有）早川電設 5,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡赤村大字赤３８０８〒824-0431

早川　亨060831

TEL 0942-78-4436

ハート技建（有） 3,000 －4002無法

土１建１と１鋼１舗１
福岡県久留米市北野町上弓削１０２－１０〒830-1117

木村　弘060832

TEL 0943-32-5468

原島工務店 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字水原９３５－１〒834-0102

原島　裕之060833

TEL 0942-37-3596

（有）ハセガワ電工 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市津福今町６７３－３２〒830-0061

長谷川　和信060844

TEL 0946-42-0511

（株）林鉄工 10,000 －4006有法

建１管１鋼１機１
福岡県朝倉郡筑前町下高場１６３５〒838-0211

林　武男060849

TEL 0948-72-0161

（有）原産業 3,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県飯塚市北古賀９５８－１〒820-0703

　　豊子060855
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TEL 0947-46-3890

（有）英設備工業 5,000 －4009有法

土１管１水１
福岡県田川市伊田４１４１－４〒825-0002

荒川　雅光060863

TEL 0942-44-0879

（株）ハツダ設備 10,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県久留米市東合川８－４－７〒839-0809

初田　功一060869

TEL 0946-52-2516

（有）半田瓦商店 3,000 －4006無法

屋１
福岡県朝倉市烏集院７２９－７〒838-1301

半田　茂060870

TEL 092-944-0396

（株）早手製作所 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県古賀市青柳町３６〒811-3133

早手　恒爾060873

TEL 0947-62-2294

（株）春本産業 10,000 －4009無法

土１建１大１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡赤村大字内田２１１９〒824-0432

春本　國繁060887

TEL 093-651-3555

（株）トラス 37,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡東区山路２－６－６〒805-0035

原黄　誠司060888

TEL 093-434-9265

（有）八田建設 5,000 －4005無法

土１電１
福岡県京都郡苅田町若久町２－１２－１０〒800-0302

林　武光060901

TEL 092-561-7734

（株）春崎電気工事 8,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市南区向野２－１４－１８〒815-0035

春﨑　龍一060907

TEL 0942-37-5256

（株）ハウジング西日本 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市通外町７０－２〒830-0005

八木　正明060908

TEL 092-932-7007

（有）萩尾土木 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳２丁目５番３号〒811-2127

萩尾　栄次060912

TEL 092-621-1816

（有）原井工業 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市博多区吉塚５－９－９〒812-0041

原井　成都060915

TEL 092-806-0474

（有）長谷川産業 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市西区今宿青木２８２－１〒819-0162

長谷川　深二060919

TEL 092-409-8906

（株）ハナヤマ 50,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市東区松島１－２８－３６〒812-0062

花山　秀夫060921
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TEL 093-931-3198

（有）林技建 3,000 －4008無法

建１大１左１と１タ１塗１防１内１解１
福岡県北九州市小倉北区黒住町１６－２１〒802-0056

林　香060925

TEL 093-391-6552

（有）浜辺電気工事 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区不老町２－３－１５〒800-0032

濱邊　敏060931

TEL 092-483-7890

（株）博多通信 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－１５－５Ｃ〒812-0011

近末　康博060936

TEL 0943-23-6898

橋村建設工業（有） 6,000 －4007無法

土１建１と１鋼１舗１解１
福岡県八女市吉田１１５４－１〒834-0006

橋村　好信060937

TEL 092-607-4669

（有）原竹電工 3,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区塩浜１－１３－１６〒811-0203

原竹　厚060939

TEL 092-719-0888

（株）バイス 13,600 －4001無法

管１内１
福岡県福岡市東区蒲田１－４－７〒813-0023

宮田　信二060940

TEL 0943-72-2043

林田愛樹園緑地建設 －4002無個

園１
福岡県久留米市田主丸町豊城１６２８〒839-1234

林田　隆一060942

TEL 092-804-4896

（有）八洲工業 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区早良４－２４－１６〒811-1122

吉原　雅晴060951

TEL 092-292-0220

原電機（株） 20,000 －4001無法

土１と１電２舗１
福岡県福岡市東区松島４－８－３８〒813-0062

原　健一060954

TEL 093-481-3002

（有）原田産業 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市門司区新門司３－２８－２〒800-0115

原田　史郎060957

TEL 0943-32-4762

馬場建設 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字久泉８１６－６〒834-0112

馬場　久幸060958

TEL 0946-24-8467

（株）半田建設 20,000 －4006無法

土２と２舗２園１水２解２
福岡県朝倉市三奈木９６１－２〒838-0023

北原　智子060968

TEL 0942-21-5915

（有）橋本鉄工所 3,000 －4002無法

鋼１
福岡県久留米市本山２－１６－１３〒830-0056

橋本　真一郎060981



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

300頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0943-23-3426

（有）橋爪電気工事 3,000 －4007無法

電１
福岡県八女市吉田１３８５〒834-0006

橋爪　俊060995

TEL 093-381-0616

（株）ホクエイ 20,000 －4008有法

土１管２舗１し１機１水１消１
福岡県北九州市門司区奥田４－７－１〒800-0011

守田　修志061001

TEL 093-481-3484

九州環境土木（株） 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１園１解１
福岡県北九州市門司区大字畑４６〒800-0112

花田　泰子061002

TEL 093-642-2028

（株）木下設備 20,000 －4008無法

土１と１石１管２鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－９－４〒806-0047

木下　浩二061003

TEL 093-472-1162

（株）木村建設 32,000 －4008無法

土２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉南区葛原東５－６－１３〒800-0206

木村　満061005

TEL 0979-82-0682

木下工務店 －4005無個

建１
福岡県豊前市大字三毛門９２２－３〒828-0031

木下　喜六061020

TEL 0930-32-4774

城戸鉄工（株） 10,000 －4005有法

建１鋼１
福岡県京都郡みやこ町勝山長川８４８－２〒824-0812

城戸　敬子061022

TEL 092-629-0505

九州三冷工業（株） 30,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市博多区吉塚１－３６－６〒812-0041

安河内　功祐061024

TEL 092-472-5218

九州ビル興業（株） 70,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区榎田１－９－１〒812-0004

岡　明宏061031

TEL 092-472-2888

九州八重洲（株） 180,000 －4001有法

建２大２
福岡県福岡市博多区東比恵１－５－５〒812-0007

吉川　悟061048

TEL 092-612-1460

（株）機工開発 20,000 －4001無法

電１管１機１水１
福岡県福岡市東区社領２－１１－２５〒812-0068

中村　上総061068

TEL 093-613-4888

九州道路器材（株） 20,000 －4008無法

土２と２塗２
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森２－６－２６〒807-0843

大田　俊吾061070

TEL 093-391-2149

（株）九州総業 10,000 －4008無法

土１舗１水１
福岡県北九州市門司区永黒１－７－３６〒800-0017

秋本　祐一061076
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TEL 093-331-1385

九州電波工業（株） 10,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市門司区丸山吉野町１－２〒801-0824

田中　知徳061077

TEL 0940-36-4836

（株）木村組 20,000 －4008有法

土２と２舗２水２解２
福岡県宗像市東郷６－８－１３〒811-3436

木村　良一061078

TEL 092-441-2317

九州更新産業（株） 10,000 －4001有法

管１消１
福岡県福岡市博多区住吉４－２－１５〒812-0018

難波江　良雄061085

TEL 093-531-6170

（有）北九美化 20,000 －4008有法

土１管１
福岡県北九州市小倉北区足原１－２－６〒802-0043

田上　秀文061097

TEL 0930-24-1087

（有）京築ホーム機器 3,000 －4005有法

管１
福岡県行橋市大字中津熊４０６－４〒824-0063

今　　和江061098

TEL 093-921-4111

（株）木下鉱産 90,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市小倉北区三萩野１－９－１３〒802-0065

木下　修一061108

TEL 093-642-1267

（株）九州緑化建設 30,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１園２水１
福岡県北九州市八幡西区幸神４－４－３〒806-0055

藤永　佳宏061113

TEL 092-806-4956

（有）木村硝子店 3,000 －4001無法

ガ１具１
福岡県福岡市西区周船寺２－１７－３８〒819-0373

木村　敬志061124

TEL 093-602-5566

（有）九州ライン建設 6,000 －4008無法

土１と１塗１
福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯２－８－３〒807-0876

丸山　雅史061159

TEL 0944-87-5090

きよまつ住建 －4003無個

土１建１と１解１
福岡県大川市大字坂井４３３〒831-0025

清松　満061176

TEL 093-662-5131

アタカ（株） 32,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡東区中央２－１０－１〒805-0019

桂木　正弘061178

TEL 0979-82-5394

景明建設 －4005無個

土１と１舗１水１
福岡県豊前市大字千束１２８〒828-0053

木山　三述061184

TEL 0943-23-6685

（有）桐明建設工業 10,000 －4007無法

土１と１舗１水１
福岡県八女市今福１０２５－１〒834-0061

桐明　武061185
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TEL 0942-53-2174

九州木材工業（株） 49,560 －4007有法

土１と１園１
福岡県筑後市大字和泉３０９－１〒833-0041

角　博061205

TEL 0946-24-7002

（株）九州農業資材 12,000 －4006有法

建１
福岡県朝倉郡筑前町森山５６６〒838-0804

戸次　源治061210

TEL 0942-33-8181

（株）木村建設運輸 10,000 －4002有法

土１と１鋼１機１水１
福岡県久留米市宮ノ陣５－２１－２７〒839-0801

木村　忠昭061228

TEL 092-932-0517

（株）共和試錐 10,000 －4001無法

土１と１井１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南１－１－５〒811-2126

澤原　宏之061234

TEL 093-472-3604

久和産業（有） 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区中吉田３－６－５〒800-0204

久保　和己061247

TEL 093-581-0150

九州清掃事業センター（株） 10,000 －4008有法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区親和町６－３０〒803-0805

井手　幸太郎061249

TEL 0940-33-6633

協和管工（株） 10,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県宗像市宮田１－８－８〒811-3416

花田　聡子061252

TEL 093-481-5252

（株）協和電気 35,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市門司区大字猿喰９８８－３〒800-0102

荒木　繁美061254

TEL 093-582-5137

（有）北九道路 31,000 －4008無法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市小倉北区西港町８６－１６〒803-0801

金井　博061276

TEL 093-982-3767

（有）木屋産業 3,000 －4008有法

土１建１と１舗１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町４－２１－１９〒807-0852

山田　泰史061282

TEL 092-801-1680

（株）協和システム 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市城南区片江２－２１－１６〒814-0142

吉村　積061294

TEL 092-751-1112

西日本三建サービス（株） 30,000 －4001有法

電１管２消１
福岡県福岡市中央区舞鶴２－４－５〒810-0073

外峯　勲男061295

TEL 0930-56-4725

協立建工（株） 10,000 －4005無法

防１
福岡県築上郡築上町大字石堂３９７－２〒829-0312

加来　英豊061296
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TEL 092-621-6358

木村土建（株） 25,000 －4001無法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県福岡市博多区大井１－６－３〒812-0001

木村　寿子061298

TEL 093-481-7031

北九港湾建設（株） 30,000 －4008無法

土２と２舗２し２
福岡県北九州市門司区吉志１－１９－２〒800-0114

上原　英治061302

TEL 0944-72-2996

（株）木下電機商会 20,000 －4003無法

電１
福岡県柳川市三橋町木元４１〒832-0804

木下　兼一061307

TEL 092-612-8433

九州浴槽設備販売（同） 7,500 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区吉塚本町９ー１５〒812-0046

田代　恒久061314

TEL 0944-74-0247

（株）共和建設 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県柳川市上宮永９８４－８〒832-0058

加藤　巧061316

TEL 093-293-5214

（企）北九州遠賀中間中高年事業団 3,000 －4008無法

土１と１
福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府８７０〒811-4332

山中　圭介061331

TEL 092-472-0261

旭陽電気（株） 20,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区東比恵３－１５－２７〒812-0007

田口　剛061336

TEL 092-583-3232

九州グラウト（株） 20,000 －4011有法

土２と２
福岡県大野城市川久保１－３－２２〒816-0905

藤本　道也061339

TEL 093-613-0538

北九工務（有） 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区上の原１－１１－１４〒807-0071

林　立美061343

TEL 092-551-5481

（株）共和住宅 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区大橋４－５－４〒815-0033

近藤　博美061351

TEL 092-595-1585

（株）北浦タイル 10,000 －4011無法

石１タ１
福岡県春日市松ヶ丘６－１３〒816-0843

北浦　千代吉061356

TEL 093-631-0002

（有）久治建設 5,000 －4008無法

土１建１と１塗１水１
福岡県北九州市八幡西区陣原１－７－１８〒807-0821

大場　光幸061365

TEL 092-511-7008

北原建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区野間３－９－１９〒815-0041

北原　貞勝061375
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TEL 0942-51-3358

協栄住設工業（株） 20,000 －4002有法

土１建１管２水１
福岡県久留米市安武町安武本１６８３－１〒830-0072

樋口　文孝061384

TEL 0948-23-7151

協同建設（株） 30,000 －4010有法

土１建２解２
福岡県飯塚市上三緒３６７－７〒820-0013

松岡　久祥061393

TEL 093-618-2722

（株）キムラ商工 10,000 －4008有法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区岩崎２－１０－１１〒807-1153

木村　哲哉061396

TEL 093-981-6162

（株）アイル 10,000 －4008無法

土１舗１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西１－１３－１〒807-1145

中村　雄治061397

TEL 093-591-0128

（有）協洋防水 5,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉北区中井３－７－２３〒803-0836

難波　喜美061404

TEL 09447-3-0826

木下建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市間５０２－１〒832-0088

木下　正一061412

TEL 092-624-3353

起産建設（株） 96,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２
福岡県福岡市博多区吉塚４ー９ー３１〒812-0041

土屋　洋介061425

TEL 093-693-8800

アドバンストーヨー（株） 10,000 －4008有法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区則松５－１２－３３〒807-0831

木村　浩二郎061433

TEL 0947-32-6697

絹川建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡香春町大字採銅所４９７５〒822-1401

絹川　憲治061445

TEL 093-591-1487

北九州東部緑地管理（株） 20,000 －4008有法

園２
福岡県北九州市小倉北区大手町５－２３〒803-0814

藤井　清昭061450

TEL 092-671-5025

九信電設（株） 20,000 －4001有法

電２通１
福岡県福岡市東区千早１－３５－１１〒813-0044

黒木　善崇061451

TEL 092-951-0700

九建架線工事（株） 47,000 －4011無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１通１水１解１
福岡県那珂川市今光８－１－５〒811-1211

河邉　英人061456

TEL 092-938-1511

九州信技（株） 10,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東２－７－３４〒811-2317

冨田　善幸061466
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TEL 093-341-2644

九新建設（株） 30,000 －4008無法

建２と２石２鋼２内２
福岡県北九州市門司区黒川西２－５－３４〒801-0825

正村　創平061477

TEL 0949-24-0791

（有）菊地水道設備 5,500 －4004無法

管１水１
福岡県鞍手郡小竹町大字赤地１８５２〒820-1102

菊地　紀雄061482

TEL 092-874-2808

（有）木村土木 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市城南区片江４－１３－６〒814-0142

木村　博061487

TEL 093-603-0656

（株）北九メンテナンス 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区泉ケ浦２－１５－２３〒807-0854

嶋本　博幸061500

TEL 093-473-2144

（株）キュウスタ建設 18,000 －4008無法

大１左１と１石１タ１鋼１筋１板１塗１防１内１絶１
福岡県北九州市小倉南区田原４－７－５〒800-0225

鳥越　宣勝061505

TEL 093-961-2696

北九緑土（株） 10,000 －4008有法

土１園１
福岡県北九州市小倉南区大字石田２５－１〒802-0838

三村　善茂061510

TEL 093-613-1401

（株）九州機設 10,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市八幡西区沖田１－１１－７〒807-0077

漆谷　大介061514

TEL 092-403-3381

共立喞筒（有） 10,000 －4001有法

管１機１
福岡県福岡市中央区平和５－６－２２〒810-0016

大野　政嗣061516

TEL 0947-45-1535

（有）北九軌道 3,000 －4009無法

土１と１管１
福岡県田川市桜町１－１７〒826-0021

下迫　豊061522

TEL 093-962-5447

九州衛生工業（株） 20,000 －4008有法

土１と１石１管１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区下石田３－５－１２〒802-0832

大塚　宏志061539

TEL 092-918-0003

（株）岸川運送 10,000 －4011有法

土１
福岡県太宰府市御笠３－９－８〒818-0110

岸川　勇人061548

TEL 092-523-1861

（株）九州神野 10,000 －4001無法

管１機１
福岡県福岡市中央区平和３－１０－２３〒810-0016

堀　直行061553

TEL 0944-55-1824

（有）城戸商行 3,000 －4003無法

管１
福岡県大牟田市恵比須町１－１〒836-0014

城戸　史昭061575
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TEL 092-643-7311

共延工業（株） 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－７－５〒812-0051

安野　康弘061589

TEL 0947-45-0178

（有）九州設備工業 3,000 －4009有法

土１建１と１管１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原１６４２－３〒827-0004

原　あかり061593

TEL 093-618-5148

喜秀建設工業（株） 50,000 －4008有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県北九州市八幡西区船越１－７－８〒807-1111

浦邊　秀子061602

TEL 092-962-3101

九藤建設（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県糟屋郡新宮町大字湊２５２－４〒811-0116

本郷　敏秋061605

TEL 093-873-3388

北九州エルピーガス事業（同） 7,770 －4008無法

管１
福岡県北九州市戸畑区中原新町２－１〒804-0003

髙井　欣司061619

TEL 092-933-0122

（株）九州エレベーター工業 10,000 －4001有法

機１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵３４４－３〒811-2113

松田　孝英061634

TEL 092-531-6568

木村塗料（株） 10,000 －4001有法

塗１
福岡県福岡市中央区清川３－２５－１１〒810-0005

木村　孝文061637

TEL 092-402-0830

（株）九コン 9,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１舗１板１ガ１塗１防１内１具１水１
福岡県福岡市東区東浜１－１３－３２〒812-0055

下瀬　裕一061649

TEL 092-503-7144

（有）北島工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２－２５〒812-0863

北島　二郎061662

TEL 093-473-1509

（有）協同造園土木 3,000 －4008有法

土１と１園１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町１－８－７５〒800-0207

原田　辰己061664

TEL 093-622-6301

木下建材産業（株） 10,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区引野２－７－３４〒806-0067

木下　才方061665

TEL 0930-33-4317

木場田建設 －4005無個

建１
福岡県京都郡みやこ町豊津１６００－１６〒824-0121

木場田　栄061670

TEL 092-894-6677

北九潜水（株） 30,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区拾六町３－１－１〒819-0041

上田　浩昭061672
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TEL 093-245-4333

ホクエイ －4008無個

塗１
福岡県中間市岩瀬西町２６－３〒809-0011

北村　隆幸061677

TEL 092-573-1111

（有）協和ホ一ム 15,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区弥永４－１７－４〒811-1323

末吉　孝美061683

TEL 093-932-4530

（有）きむら工業 3,000 －4008無法

管１機１絶１
福岡県北九州市小倉南区下城野２－２－１１　テクノプラザ中央２〒802-0804

木村　匡克061699

TEL 092-589-0039

九州創建（株） 10,000 －4001無法

と１石１屋１タ１板１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区諸岡３－３－３１〒812-0894

馬渡　祥二061701

TEL 092-894-7025

（株）協栄通信 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市西区大字金武９３６－１２〒819-0035

矢岡　健二061712

TEL 093-931-0639

共和電気（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区若園２－７－２３〒802-0816

佐々木　政広061715

TEL 0979-82-5950

（有）共眞建設 10,000 －4005無法

土１建１と１舗１し１園１解１
福岡県豊前市大字久路土１３３７－１〒828-0048

松田　征勝061725

TEL 092-522-1428

（有）岸浦工務店 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区小笹４－２１－１〒810-0033

岸浦　勉061732

TEL 0930-33-5094

（株）城戸石材加工所 10,000 －4005有法

土１と１石１舗１
福岡県京都郡みやこ町惣社９５６－１〒824-0124

城戸　津紀雄061734

TEL 092-946-3139

（株）博栄建設工業 40,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県古賀市筵内６５－１〒811-3121

木村　博恭061740

TEL 092-947-5895

（株）協和設備工業 20,000 －4001有法

土１管２水１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４９４－１〒811-2413

髙倉　拓馬061752

TEL 093-741-3661

九州東英（株） 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区高須北２－９－３８〒808-0147

衛藤　仁秀061754

TEL 0944-72-6513

（株）菊次組 25,000 －4003無法

土１
福岡県柳川市佃町１３０５－１〒832-0051

菊次　一典061764
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TEL 092-566-7024

岸原産業（有） 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市南区花畑２－２３－７〒811-1356

岸原　照男061773

TEL 092-804-5539

（株）協同土木 25,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区早良６－１３－１〒811-1122

松山　国實061784

TEL 093-381-4702

（有）極東バルブ 4,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区大里新町１０－６〒800-0057

清末　恭正061790

TEL 092-411-7404

（株）キュウトウ 60,000 －4001有法

管１機１
福岡県福岡市博多区堅粕４－４－５〒812-0043

古賀　久雄061791

TEL 0940-62-3159

（有）共栄土木 3,000 －4008無法

土１管１
福岡県宗像市池田１８５０－１〒811-3515

中村　洋一061797

TEL 092-952-2172

（有）木　工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市五郎丸１－３９－１〒811-1252

木　　國夫061805

TEL 092-472-6791

九州音楽放送（株） 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区東那珂２－１６－４〒812-0892

荒地　潤子061815

TEL 0948-22-9741

九州エアコム（株） 20,200 －4010無法

管１
福岡県飯塚市徳前２０６－３〒820-0033

八谷　博之061821

TEL 092-526-8282

（株）アステム 20,000 －4001有法

防１
福岡県福岡市南区大楠２－１４－２９〒815-0082

立野　次郎061822

TEL 092-954-1700

（有）木下土木 30,000 －4011有法

土２と２管１舗２園１水２解２
福岡県那珂川市大字上梶原８８３－３〒811-1223

木下　精一061823

TEL 0946-22-9248

（株）九州発破工事 10,000 －4006有法

土１と１
福岡県朝倉市下渕３９７－１〒838-0016

渡邉　尚哉061828

TEL 092-681-3237

住都建設（株） 26,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市東区名島１－２４－８〒813-0043

吉村　政治061829

TEL 093-921-7033

（有）システマテックス 10,000 －4008有法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区北方３－１５－２０〒802-0841

木村　正信061835



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

309頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-56-4764

（有）協和設備 3,000 －4003無法

管１水１
福岡県大牟田市椿黒町６４－３〒836-0005

本村　茂樹061840

TEL 093-612-4664

（株）北九建産 15,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区小嶺１－３４〒807-0081

田仲　健061841

TEL 092-611-3261

（株）城戸組 10,000 －4001有法

土１と１舗１解１
福岡県糟屋郡志免町別府３－１５－１〒811-2205

梅崎　裕二061844

TEL 093-371-1056

（株）九鉄ビルト 20,000 －4008有法

土２建２と２屋２舗２塗２防２内２解２
福岡県北九州市門司区小森江３－１２－１０〒800-0007

宮崎　正純061852

TEL 092-865-7172

岸川冷機（株） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区東油山４－２１－１〒814-0155

草刈　秀太郎061853

TEL 092-593-2630

（株）九州内装工事 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区的場２－３１－２７〒811-1314

原田　淳子061856

TEL 0943-24-3355

（株）桐明組 36,000 －4007有法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県八女市柳島９２－１〒834-0022

桐明　和広061857

TEL 093-967-0252

北九州建材リース（株） 10,000 －4008有法

土１建１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺９３６－２０〒803-0186

富澤　善和061861

TEL 0942-72-7562

（有）協新電設 3,000 －4002無法

通１
福岡県小郡市大保１４９５－１６〒838-0115

千代島　慶司061870

TEL 0948-52-6372

（有）協和創建 10,000 －4010無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県飯塚市枝国２０１番地１〒820-0081

諸石　しのぶ061879

TEL 092-882-3281

九州興建（株） 11,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市西区拾六町３－８－１０〒819-0041

柴田　冨美子061880

TEL 0942-38-5228

（有）木元産業 3,000 －4002無法

と１塗１
福岡県久留米市梅満町４３６－７〒830-0048

木元　たち子061885

TEL 093-616-1944

北九送電（株） 10,000 －4008無法

土１と１電１鋼１解１
福岡県北九州市八幡西区割子川２－３－２２〒806-0064

川村　清志061888
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TEL 092-431-0861

（有）九州設備工業 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区竹下２－５－２３〒812-0895

西川　秀子061894

TEL 0946-62-2765

（株）協和工業 50,000 －4006有法

土２と２管１鋼２舗２塗２水２解２
福岡県朝倉市杷木星丸４０８－１〒838-1504

山下　正勝061897

TEL 092-662-1591

九大興業（株） 10,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区舞松原１－５－４〒813-0042

中谷　チサト061899

TEL 092-851-0499

（株）九光 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市早良区昭代１－１０－１〒814-0012

吉田　淳也061901

TEL 093-612-1456

九州電気設備工事（株） 25,000 －4008無法

電２管１
福岡県北九州市八幡西区上の原２－２－５４〒807-0071

堀口　博史061909

TEL 0940-36-5198

共立建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県宗像市大井６７８－１〒811-3432

池田　善美061911

TEL 093-293-5647

北九州商会（株） 10,000 －4008有法

鋼１
福岡県遠賀郡遠賀町大字浅木字片牟田６４－１〒811-4312

広木　幸茂061914

TEL 092-524-5688

（株）ギガ企画 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市中央区平尾浄水町４－２１〒810-0029

小山　毅061917

TEL 0948-25-4014

協和内装（株） 10,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市潤野１１３８－３〒820-0021

薦田　豊彦061918

TEL 092-324-3319

清澤建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市八島２８３－２〒819-1142

清澤　孝061928

TEL 092-554-6660

九州高圧コンクリート工業（株） 240,000 －4001有法

土２と２舗２塗２
福岡県福岡市南区向野１－１３－１４〒815-0035

掛林　誠061931

TEL 0948-28-8188

（株）九州上下水 19,500 －4010有法

機１
福岡県飯塚市横田７３－１〒820-0044

田尻　律子061947

TEL 092-921-4221

木本建設（株） 20,000 －4011無法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県太宰府市大字内山５３６－３〒818-0115

木本　國雄061948
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TEL 0949-22-2893

（有）北代組 60,000 －4004無法

土１建１と１解１
福岡県直方市大字赤地１３７－２〒822-0012

北代　英子061959

TEL 093-581-4072

（有）協成建設工業 40,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉北区中井１－１６－１８〒803-0836

坂本　裕治061968

TEL 092-292-8298

（株）九和九創 25,650 －4001有法

建２内２
福岡県福岡市博多区那珂１－４６－１９〒812-0893

檜原　卓夫061971

TEL 093-571-3667

（有）木戸司工務店 3,000 －4008無法

土１と１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉北区篠崎２－２－３〒803-0861

水野　誠一061979

TEL 092-864-7600

九州ダイヤモンド工事（株） 40,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市早良区野芥２－２８－３６〒814-0171

川口　勇061980

TEL 092-864-5387

（株）共立工業 3,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市城南区神松寺３－１３－１７〒814-0121

富永　明061983

TEL 093-923-0078

（株）Ｄｒｙ 10,000 －4008有法

電１消１
福岡県北九州市小倉北区白銀２－１０－２〒802-0074

市川　岩志061985

TEL 092-483-1301

（株）九州ハシモト 11,000 －4001有法

板１内１具１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１０－１６〒812-0016

橋本　隆道061986

TEL 093-681-4941

（株）木山組 10,000 －4008無法

左１と１
福岡県北九州市八幡東区東台良町１－５〒805-0063

木山　幸二061988

TEL 093-481-1247

（株）九州防災設備 10,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市門司区大字畑８２９－２〒800-0112

田村　弘信061994

TEL 093-381-2468

北九州ユアサ産業電池（株） 10,000 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市門司区中町５－２〒800-0039

波多江　哲人061998

TEL 092-565-3412

プラスター（株） 10,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区老司５－４０－４〒811-1346

木原　博061999

TEL 0946-25-0206

（有）田中設備 3,000 －4006無法

管１井１水１消１
福岡県朝倉市長谷山４０６〒838-0002

田中　正弘062003
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TEL 093-475-1300

（株）ダイ建設 20,000 －4008有法

建２
福岡県北九州市小倉南区葛原東４－７－３２〒800-0206

　　浩一062030

TEL 09493-2-1472

（株）田代土木 20,000 －4004無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２園１水２解２
福岡県宮若市芹田字井手ノ浦３７－２〒823-0013

田代　洋一062038

TEL 09437-5-2687

（株）髙橋組 20,000 －4002無法

土２と１管１舗１し１園１水１解１
福岡県うきは市吉井町千年６７５〒839-1304

髙橋　大祐062048

TEL 093-931-3040

大生産業（株） 20,000 －4008無法

管２機１
福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘１－８〒802-0803

小田　大輔062054

TEL 0947-73-3174

（株）田川ライン 10,000 －4009無法

と１塗１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１５２〒827-0003

岸川　満康062056

TEL 093-451-0025

（株）大幸組 39,900 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺８４９〒803-0186

村田　大蔵062058

TEL 092-651-0152

（株）大共建設工業 48,000 －4001有法

土１建１と１し１水１
福岡県福岡市博多区堅粕１－２５－３〒812-0043

和田　圭二062066

TEL 092-554-1200

（株）ダイニチ 50,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市南区寺塚１－１０－３〒815-0074

穂坂　博史062077

TEL 0942-39-1800

久留米装飾 －4002無個

内１
福岡県久留米市小頭町３－２５〒830-0045

田中　正男062079

TEL 092-751-4454

（有）タカギ住宅建設 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区笹丘２－１９－１６〒810-0034

百原　慎一郎062080

TEL 093-621-6453

田辺畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区西神原町８－１５〒806-0026

田邉　峰雄062091

TEL 092-511-0963

（株）大新土木開発 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市南区柳河内１－２－１６〒815-0063

井上　拓也062105

TEL 0944-54-5366

（有）立花建設 3,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県大牟田市馬込町２－１１７〒836-0086

立花　久門062127
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TEL 093-871-2181

田中石材（株） 10,000 －4008無法

石１
福岡県北九州市戸畑区浅生３－１１－９〒804-0062

田中　良司062143

TEL 093-332-2761

太刀浦埠頭（株） 20,000 －4008有法

土２と２し２
福岡県北九州市門司区大字田野浦１１１６－１〒801-0803

門田　孝一062144

TEL 092-566-3838

（株）タカノホーム 30,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区屋形原１－３６－２０〒811-1351

鷹野　耕治062168

TEL 0930-33-4605

高辻建設 －4005有個

土１舗１
福岡県京都郡みやこ町綾野９４４－１〒824-0104

高辻　正人062173

TEL 093-791-2477

竹藤開発工業（株） 10,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市若松区南二島１－１３－１０〒808-0109

竹藤　直樹062177

TEL 092-862-2280

武内工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区賀茂３－１３－５〒814-0164

武内　八郎062182

TEL 0944-41-7000

大松住宅設備（株） 20,500 －4003有法

管１水１
福岡県大牟田市大字田隈８９７－５〒837-0916

松本　康志062184

TEL 092-573-0351

大洋電気（株） 20,000 －4001有法

電２
福岡県福岡市博多区三筑１－６－１０〒812-0887

石見　郁康062195

TEL 0930-56-3661

（株）田原工務店 49,000 －4005無法

土１
福岡県築上郡築上町大字水原４６７〒829-0333

田原　成徳062213

TEL 0943-73-2916

（株）田主丸舗道 15,500 －4002無法

土１舗１
福岡県久留米市田主丸町志塚島５５１〒839-1222

郷原　伸子062215

TEL 0946-22-5668

（有）田子森建設 5,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市屋永２７３２〒838-0031

田子森　初好062236

TEL 093-202-2075

（有）太賀タイル 3,000 －4008無法

タ１
福岡県遠賀郡水巻町二東１－５－３９〒807-0054

中原　秀章062239

TEL 092-812-0003

（有）新生建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区吉武３５７－２〒819-0036

野田　道治062256
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TEL 093-481-8760

（株）髙橋工務店 10,000 －4008無法

土１管１舗１水１
福岡県北九州市門司区大字伊川１５６４－４〒800-0101

亀山　光雄062261

TEL 093-282-2000

（有）髙村工務店 3,000 －4008無法

建１大１と１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糖塚１２１６－５〒811-4213

髙村　勘市062267

TEL 0943-32-4576

立石工務店 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字広川１０６３－１２〒834-0121

立石　義成062283

TEL 092-932-1263

田尻工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵９２２〒811-2114

田尻　時義062289

TEL 0949-26-1987

田丸造園建設（株） 10,000 －4004有法

土１と１園１
福岡県直方市大字上頓野２６８１〒822-0003

田丸　惠美香062313

TEL 0944-76-3027

（有）高山製作所 3,000 －4003有法

機１
福岡県柳川市大和町栄１０４〒839-0252

高山　美喜男062314

TEL 0930-22-0308

京都設備 －4005無個

管１
福岡県行橋市行事５－１６－１９〒824-0001

田中　幸雄062360

TEL 0930-33-5544

（有）田守産業 5,000 －4005有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町豊津１０９１－２３〒824-0121

田守　尚美062379

TEL 0949-25-1118

たしろ住宅産業（株） 40,000 －4004無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県直方市大字下新入６３３－３〒822-0032

田代　雄一062395

TEL 092-521-6536

大勇工業（株） 25,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市中央区大宮１－２－６〒810-0013

大村　重喜062403

TEL 0942-53-7078

大一舗道（株） 10,000 －4007無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県筑後市前津６４２〒833-0002

川浪　良一062450

TEL 0942-44-5401

高山興業 －4002無個

土１水１
福岡県久留米市野中町４４８－４〒839-0862

高山　昌俊062460

TEL 093-644-2500

辰巳開発（株） 70,000 －4008有法

建２
福岡県北九州市八幡西区幸神４－７－６〒806-0055

今村　誠児062464
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TEL 092-691-2891

タカ産業（株） 10,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市東区土井４－２２－５〒813-0032

吉高　正明062466

TEL 092-587-7431

（株）武供工務店 10,000 －4011有法

建１左１
福岡県春日市春日公園７－４７〒816-0811

白水　俊一062493

TEL 093-652-7776

（株）シーテック田中 8,000 －4008有法

土１と１電１鋼１塗１通１水１解１
福岡県北九州市八幡東区竹下町３－８〒805-0022

中島　哲治062509

TEL 093-962-8020

（有）武田建設 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区南方５－１９－１〒802-0976

武田　一榮062524

TEL 092-834-6090

（株）ダンチ工業 10,000 －4001無法

土１建１と１石１舗１し１園１水１解１
福岡県福岡市西区横浜３－２７－２４〒819-0366

福田　太郎062553

TEL 0949-23-3685

田中硝子店 －4004無個

ガ１具１
福岡県直方市大字下新入３２５－１５〒822-0032

田中　孝一062557

TEL 092-935-6856

（有）大晃基礎 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石８４－２１－６１２〒811-2221

加賀見　清純062577

TEL 0942-77-3906

棚町建設工業（有） 12,100 －4002無法

土１建１と１鋼１解１
福岡県三井郡大刀洗町大字甲条１１４０－１〒830-1212

棚町　正英062630

TEL 092-851-8722

（有）ダイシン産業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区原５－９－６〒814-0022

谷　英教062634

TEL 093-951-3508

紫水建設 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区北方３－１４－１７〒802-0841

反田　芳昭062662

TEL 092-925-3377

（株）田中組 55,000 －4011有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２
福岡県筑紫野市湯町２－１５－８〒818-0058

田中　保之062676

TEL 093-451-2379

（株）立石工務店 34,000 －4008有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区大字市丸１１６６〒803-0183

村田　和代062683

TEL 0930-42-0557

（株）田辺建設 20,000 －4005無法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県京都郡みやこ町犀川木井馬場１９２７〒824-0243

田邉　武士062684
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TEL 0946-28-7637

宝造園（株） 10,000 －4006有法

土１園１
福岡県朝倉市上秋月１３７５－１〒838-0019

藤木　直樹062687

TEL 0944-32-8751

高田工業 －4003無個

土１左１と１舗１
福岡県柳川市間１００２－１０〒832-0088

高田　誠062693

TEL 093-692-8150

大正道路産業（株） 45,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２７４２－１〒807-0801

大山　初音062722

TEL 0948-29-2100

竹並建設（株） 40,000 －4010無法

土２建２鋼２内２
福岡県飯塚市鯰田２３２２〒820-0001

岩永　伸彦062749

TEL 0947-22-2852

田村工業 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡福智町神崎１９２２〒822-1202

田村　文好062761

TEL 093-881-0641

第一防災システム（株） 20,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市戸畑区川代２－１－２〒804-0071

宮原　知二062780

TEL 093-881-2968

（有）高畑塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－１２－３０〒804-0031

高畑　光志062784

TEL 092-591-7012

髙尾商事 －4001無個

土１と１舗１解１
福岡県福岡市南区横手南町４－１０〒811-1312

髙尾　正光062792

TEL 092-925-6967

タカキ住建 －4011無個

建１
福岡県太宰府市青葉台１－１１－１４〒818-0137

高木　多美子062805

TEL 0930-32-2854

（有）大雄産業 20,000 －4005有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県京都郡みやこ町勝山箕田字三角２８１〒824-0811

嶋田　将士062831

TEL 0943-75-3555

筑建サッシ店 －4002無個

具１
福岡県うきは市吉井町新治１５６１－２〒839-1306

田中　正人062840

TEL 092-761-3634

（株）タカオカ 30,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市中央区薬院１－５－６〒810-0022

髙丘　修一062860

TEL 093-603-8367

北辰建設（株） 50,000 －4008無法

土２建２大２左２と２石２鋼２筋２舗２し２塗２防２内２具２水２解２
福岡県北九州市八幡西区折尾５－７－１８－４０５〒807-0825

田中　大直062861
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（株）田代内装 10,000 －4011無法

建１内１
福岡県筑紫野市岡田１－３０－３〒818-0013

池田　稔062867

TEL 092-952-0423

大都工業（有） 3,000 －4011無法

絶１
福岡県那珂川市今光１－５５－２〒811-1211

一柳　啓二062875

TEL 0943-24-1683

田中建設 －4007無個

建１
福岡県八女市忠見１１３１－６〒834-0014

田中　正次062889

TEL 092-323-5236

（株）髙木建設 20,000 －4001有法

土２と２舗２水２解２
福岡県糸島市篠原東１－７－２０〒819-1128

髙木　善一062904

TEL 0947-45-8416

（有）竹内組 10,000 －4009無法

解１
福岡県田川市大字猪国１４３６〒826-0045

田篭　修一063001

TEL 0930-54-0468

神崎建築 －4005有個

土１建１
福岡県築上郡築上町大字寒田４７５－１〒829-0125

神崎　主税063002

TEL 093-861-0217

（有）第一園芸 5,000 －4008無法

土１園１
福岡県北九州市戸畑区高峰１－７－３〒804-0051

坂本　雄一063005

TEL 092-741-9662

（有）田口塗装店 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市中央区港２－３－２２〒810-0075

田口　剛史063010

TEL 093-551-7888

（株）古島 23,000 －4008有法

土２と２管１舗２水２
福岡県北九州市小倉北区上富野４－１０－１２－６〒802-0022

豊永　満063015

TEL 092-322-1822

小池住宅産業（株） 10,000 －4001有法

建１管１水１
福岡県糸島市前原中央２－６－７〒819-1116

小池　誠063029

TEL 0942-47-1600

（有）駒屋段取 3,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市善導寺町与田１２〒839-0823

秋吉　博文063071

TEL 092-691-4951

高奉産業（株） 5,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市東区土井２－２－２８〒813-0032

信國　悦郎063074

TEL 0949-32-3913

神谷畳店 －4004無個

内１
福岡県宮若市長井鶴８７１－２〒823-0012

神谷　秀行063087
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小林興商（株） 20,000 －4001無法

土１管１水１消１
福岡県福岡市東区松崎３－２７－１７〒813-0035

小林　栄智063128

TEL 092-611-1711

（株）小玉店装 15,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市東区松島１－３３－３〒812-0062

小玉　恭寛063157

TEL 0944-88-1321

（有）古賀鉄工所 7,000 －4003有法

鋼１
福岡県大川市大字上巻９１－５〒830-0031

古賀　博文063166

TEL 093-481-2293

寿建設工業（株） 30,000 －4008無法

土１と１石１管１舗１し１水１消１
福岡県北九州市門司区恒見町２２－４８〒800-0116

中濃　和壽063169

TEL 0948-26-0355

（有）水電舎 3,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市柏の森４３－１４〒820-0011

松田　惠美063179

TEL 092-673-7555

（有）小浜塗装店 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市東区香椎駅東４－５７－３５〒813-0012

小濱　秀明063182

TEL 0949-26-6828

（有）小松工作所 3,000 －4004無法

管１
福岡県直方市大字上頓野４９４０－１〒822-0003

小松　啓一郎063185

TEL 092-932-1331

合屋製作所 －4001無個

管１水１
福岡県糟屋郡宇美町若草１－１５－５〒811-2124

合屋　昭輝063201

TEL 092-292-6771

寿防災工業（株） 50,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市博多区冷泉町２－１〒812-0039

安永　寿夫063208

TEL 0947-72-7711

（有）壽興産 3,000 －4009無法

土１管１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３３７－１〒827-0003

松本　壽美枝063219

TEL 0942-64-2390

（株）古賀工務店 40,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市三潴町玉満２３０６－６〒830-0112

古賀　勇作063222

TEL 0944-86-5038

（有）古賀組 30,000 －4003無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県大川市大字酒見４７４－１３〒831-0016

野中　米男063270

TEL 093-612-1234

交通システム（株） 10,000 －4008無法

土１と１塗１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町３－１３－２５〒807-0845

大山　嘉代063281
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TEL 0979-82-2626

（有）益田建設 20,000 －4005有法

土１
福岡県豊前市大字八屋１６７６－３〒828-0021

益田　ヨシエ063284

TEL 092-924-4174

合屋組 －4011無個

土１
福岡県太宰府市三条１－７－２２〒818-0111

合屋　友晴063293

TEL 092-607-2275

小林工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区高美台２－７－８〒811-0215

小林　薫063300

TEL 092-555-9000

（株）川西建設 16,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区中尾１－１９－４〒811-1364

川上　弘之063303

TEL 093-341-0636

（有）広強建設 10,000 －4008有法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市門司区大字大積１４９９－２〒801-0811

廣吉　祐二063312

TEL 0944-76-4046

（株）古賀建基 20,000 －4003無法

土２と２し２
福岡県柳川市大和町皿垣開２５２０〒839-0261

古賀　美恵子063315

TEL 092-803-1621

（株）権藤建設 10,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市早良区西入部４－１１－１１〒811-1121

権藤　壽英063322

TEL 0942-35-6622

コクブ産業（株） 10,000 －4002有法

建１タ１具１
福岡県久留米市津福本町２３２０－１６〒830-0047

國分　信德063326

TEL 093-641-6260

（株）工友建設工業 3,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－１４－３〒806-0047

沓名　剛063334

TEL 0944-86-3758

（株）古賀龍建設 25,000 －4003無法

土１建１舗１水１
福岡県大川市大字新田５５－３〒831-0043

古賀　博之063336

TEL 0940-43-6400

（株）福津建設 26,000 －4008無法

土２と２管１舗２水２解１
福岡県福津市畦町４３９－１１〒811-3202

白井　裕美063353

TEL 093-921-5562

（株）神崎工務店 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区湯川５－８－２８〒800-0257

神崎　嘉博063365

TEL 093-964-2255

（株）グリーンウッド 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区横代東町１－３－８〒802-0822

鶴田　訓063390
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TEL 0940-42-2330

（株）古賀建設 20,000 －4008無法

土２建１と２石２舗２水２解２
福岡県福津市花見が丘３－１－１〒811-3214

松岡　保徳063397

TEL 0940-42-3304

古賀土木工業（株） 10,000 －4008無法

土１と１管１し１水１
福岡県福津市西福間２－１６－２１〒811-3219

古賀　虎夫063400

TEL 0948-42-1561

光和建設（株） 30,000 －4010無法

土１建２と１舗１解２
福岡県嘉麻市山野１３０１－１〒820-0202

藤春　貴生063415

TEL 092-400-8480

光信電設（株） 10,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市南区次郎丸６－１１－４６〒814-0165

相良　和義063419

TEL 0944-72-0104

（株）古賀建設工業所 30,000 －4003無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県柳川市西浜武１１５６〒832-0081

古賀　正文063433

TEL 093-602-0122

小西建設工業（株） 30,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区折尾３－４－１５〒807-0825

小西　孝二063439

TEL 0944-87-3601

後藤真塗装 －4003有個

塗１
福岡県大川市大字下林６０６－５〒831-0002

後藤　真治063445

TEL 093-661-7585

興栄産業（株） 20,000 －4008無法

と２塗２防１
福岡県北九州市八幡東区帆柱３－４－１〒805-0056

平橋　英樹063478

TEL 0942-43-1251

（株）国益 10,000 －4002有法

建１管１水１
福岡県久留米市野中町１４０－１５〒839-0862

山下　知千063490

TEL 093-616-7737

小園建設（有） 3,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１筋１舗１板１内１水１解１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸３－３３〒804-0077

小園　享司063498

TEL 092-811-4285

（有）西福岡製作所 3,000 －4001無法

建１大１内１具１
福岡県福岡市西区大字羽根戸４９５〒819-0038

中村　政明063501

TEL 092-526-8100

五常物産（株） 50,000 －4001有法

土１建２電２管１鋼２塗２防２機２絶２解２
福岡県福岡市中央区大宮１－４－３４〒810-0013

下村　竜介063519

TEL 0940-62-1620

児島建設（株） 10,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市鐘崎４１３－３〒811-3512

児島　貴治063534
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TEL 092-935-4181

（株）紅白アルミ 40,000 －4001有法

鋼１具１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１２６５〒811-2112

上村　英樹063535

TEL 093-471-0888

児玉建設（株） 20,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県北九州市小倉南区下曽根４－１６－７〒800-0217

児玉　敦063540

TEL 092-566-5099

五郎丸建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区鶴田４－３７－４〒811-1352

五郎丸　康宏063548

TEL 0944-51-9748

古河工業（有） 3,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市馬場町２０４〒836-0084

河口　省悟063549

TEL 0949-24-5033

興栄建設（株） 50,000 －4004無法

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県直方市大字山部７３１－１〒822-0034

中村　髙章063571

TEL 093-436-3801

（有）ゴトウ内装 3,000 －4005無法

内１
福岡県京都郡苅田町大字尾倉４１０６－５〒800-0353

後藤　信明063572

TEL 093-618-1511

鋼和ルーフ（株） 10,000 －4008無法

屋１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－１６－１５〒807-1261

野見山　雄三063574

TEL 09447-2-7795

（株）髙口直建設 20,000 －4003無法

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県柳川市下宮永町１９０〒832-0059

髙口　直063576

TEL 092-518-5999

古賀設備（有） 3,000 －4011無法

土１と１管１舗１水１
福岡県春日市須玖南７－３８〒816-0863

久積　英典063577

TEL 093-618-2103

晃永工業（有） 30,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区金剛１－１０－３０〒807-1263

小佐井　和夫063579

TEL 0944-55-7724

古賀電気 －4003無個

電１
福岡県大牟田市大字檪野２５６０－２〒836-0893

古賀　淮司063581

TEL 0944-76-0307

甲栄建設（株） 27,000 －4003有法

土２建１と２鋼２舗２し２園２水２解２
福岡県柳川市大和町栄８６６－３〒839-0252

甲斐田　義彦063583

TEL 0942-22-3742

小松住宅建設 －4002有個

建１
福岡県久留米市上津町１３９２－１〒830-0052

小松　茂063599
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TEL 0940-33-8488

（有）晃永住建 5,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市栄町５－４〒811-4173

松元　愼一063604

TEL 092-872-8666

小宮建設 －4001無個

左１と１
福岡県福岡市早良区内野７－２４－１０〒811-1123

小宮　仲雄063605

TEL 092-812-0815

（有）寿建設 5,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県福岡市西区野方４－１８－５〒819-0004

廣渡　彰063611

TEL 0944-72-4449

（有）古賀嘉一建設 8,000 －4003無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県柳川市西浜武８８８－２〒832-0081

古賀　正幸063616

TEL 092-884-1595

（株）こおたけ電気設備 20,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区福重２－５－１６〒819-0022

髙武　崇063618

TEL 092-433-0255

（株）グラニテック 10,000 －4001無法

石１
福岡県福岡市博多区比恵町７－１２－５０１〒812-0014

権田　伴幸063632

TEL 092-871-2749

（有）コスモ電気工業 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区神松寺２－３－１２〒814-0121

竹口　剛063636

TEL 0948-42-0321

（有）駒山鐵工所 5,000 －4010無法

土１建１と１管１鋼１舗１機１水１
福岡県嘉麻市鴨生５５〒820-0206

駒山　勝人063648

TEL 0930-25-1577

（有）幸昌建設 7,000 －4005無法

土１建１と１石１舗１解１
福岡県京都郡苅田町大字新津１５５９－４〒800-0344

城戸　泰寛063653

TEL 0943-75-3276

髙倉建設 －4002有個

建１
福岡県うきは市吉井町５６５－３〒839-1321

髙倉　伸介063661

TEL 0940-42-1204

（株）小樋建設 10,000 －4008有法

建１
福岡県福津市畦町４４０－１〒811-3202

小樋　大輔063672

TEL 092-551-5820

（有）光栄工業 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市南区桧原７－２５－２７〒811-1355

横田　光弘063678

TEL 0947-82-3695

（株）小峠組 30,000 －4009無法

土２建１と２電１管１舗２園１水２解２
福岡県田川郡添田町大字中元寺２６５１－１〒824-0603

小峠　哲治063679
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TEL 093-642-7711

（株）コダマ店舗流通センター 10,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市八幡西区青山１－８－７〒806-0043

児玉　章雄063680

TEL 093-963-5997

（有）コーワ建装 10,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区石田南３－５－１０〒802-0836

髙橋　正明063681

TEL 0947-45-7522

（株）廣栄住宅 30,000 －4009有法

土２建２解２
福岡県田川市中央町３－６７〒825-0013

籾井　廣作063683

TEL 093-964-3023

近藤工業 －4008無個

左１
福岡県北九州市小倉南区横代葉山４－３〒802-0825

近藤　徳幸063687

TEL 093-932-5884

（株）小林工房 20,000 －4008無法

建２大２左２と２石２屋２タ２塗２内２具２解２
福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘１－２０－２８〒800-0251

小林　稔063688

TEL 0947-82-1097

室内装飾森国 －4009無個

内１
福岡県田川郡添田町中元寺９６７－３〒824-0603

国生　薫063691

TEL 092-873-8303

新栄ヤヒロ建設（株） 50,000 －4001無法

建２と２塗２防２内２
福岡県福岡市早良区野芥６－５８－１８〒814-0171

八尋　昌之063696

TEL 0944-51-3296

（有）古賀塗装工業 3,500 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大字宮部１４７－１〒837-0914

古賀　浩平063707

TEL 0943-45-1276

（有）合原組 10,000 －4007無法

土１と１管１舗１解１
福岡県八女市黒木町木屋４５１６－３〒834-1204

合原　知巳063713

TEL 092-812-0248

コジマ住建 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区四箇６－２４－２９〒811-1103

小嶋　勝喜063716

TEL 092-843-2966

小林建装 －4001無個

板１内１
福岡県福岡市早良区小田部２－１０－２４〒814-0032

小林　一廣063718

TEL 092-503-6608

（有）小西建塗 3,000 －4011無法

左１
福岡県大野城市川久保３－１４－１〒816-0905

小西　則昭063728

TEL 093-921-0659

（有）コクボ 4,000 －4008無法

建１大１屋１塗１内１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－４－１１〒802-0804

小久保　清063732
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TEL 092-561-7197

（有）寿電材 5,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市南区長住１－９－２５〒811-1362

三浦　丘博063734

TEL 092-641-5515

（有）光明工業 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市博多区堅粕２－１３－１３〒812-0043

斉藤　龍也063735

TEL 092-574-3114

晃進基礎工業（株） 10,000 －4011無法

と１
福岡県春日市若葉台東２－１０７〒816-0821

松永　智之063742

TEL 093-571-3074

（株）江田工務店 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区井掘３－１－２８〒803-0835

江田　憲治063748

TEL 0942-47-1169

（有）小屋松建設 10,000 －4002無法

土１建１と１舗１水１
福岡県久留米市草野町矢作２８３－１〒839-0837

小屋松　利勝063752

TEL 092-807-1783

（有）工田電気工業 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市西区今宿青木１００－４〒819-0162

神田　勝063753

TEL 093-883-0859

小波工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区菅原２－５－２８〒804-0044

小波　博之063755

TEL 0948-22-7868

幸野住建 －4010無個

建１
福岡県飯塚市横田６２４－１－２〒820-0044

幸野　光秀063756

TEL 092-938-2811

（株）小柳商店 25,000 －4001有法

建２屋２タ２
福岡県糟屋郡粕屋町原町１－８－１２〒811-2307

小柳　富063757

TEL 093-612-1515

（株）ゴトウ 20,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区下上津役３－３－６〒807-0075

後藤　大輔063762

TEL 0942-26-7903

丸眞産業 －4002無個

屋１
福岡県久留米市荒木町白口１３６０〒830-0062

古賀　靖敏063765

TEL 093-931-3816

小倉設備工業（株） 10,000 －4008無法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区吉野町７－２１〒802-0085

入船　光行063771

TEL 092-542-7008

（株）コスモホームエンジニアリング 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区向野１－４－１０－１〒815-0035

清水　邦博063777
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TEL 0942-35-1171

晃榮住宅（株） 10,000 －4002有法

土１建１大１と１石１屋１タ１舗１内１水１解１
福岡県久留米市西町１２０１－２〒830-0038

東　和眞063779

TEL 0942-52-4657

ダイワ工務 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字津島１０５－１〒833-0015

古賀　康智063781

TEL 093-963-0769

（有）小倉南緑地 5,000 －4008有法

園１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－１５－２３〒802-0979

田中　辰己063792

TEL 092-621-1194

（株）興亜 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市東区筥松２－６－９〒812-0061

長野　吉弘063799

TEL 093-473-7938

（有）光洋電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区中吉田１－１３－１０〒800-0204

稲村　健一063802

TEL 0949-33-1585

（株）興永建設 20,020 －4004有法

土２建１と２舗２解２
福岡県宮若市長井鶴２９７－１〒823-0012

山本　益子063803

TEL 092-924-0727

（株）コスモ建設 10,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市大字阿志岐７９８－１〒818-0011

鬼塚　義彦063808

TEL 093-223-0224

（有）後藤組 3,000 －4008無法

土１と１舗１井１解１
福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜３－１２〒807-0113

後藤　誠二063816

TEL 092-942-2119

（有）小西設備 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県古賀市花鶴丘２－８－３〒811-3104

小西　正也063817

TEL 093-473-9739

（有）晃和塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区下吉田４－３－３〒800-0203

芦田　昭彦063821

TEL 092-407-7564

（株）公神 20,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市西区野方１－１５－１０〒819-0043

辻　敬治063826

TEL 0947-44-6885

（有）光進電気 8,000 －4009無法

電１
福岡県田川市大字弓削田１６１－２〒826-0041

光藤　豪信063831

TEL 0930-24-1413

（有）晃栄建設 3,000 －4005有法

と１解１
福岡県行橋市大字長音寺１５５－４〒824-0065

早野　勇治063834
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TEL 092-922-3885

（有）古賀栄組 3,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県筑紫野市大字永岡１２８０－１〒818-0066

古賀　栄市063837

TEL 0943-45-0395

合生建設 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町木屋４６８３〒834-1204

合原　生063841

TEL 092-864-5195

（有）ゴトウグリーン 5,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市早良区野芥５－１－１８〒814-0171

後藤　幸男063842

TEL 092-933-2915

（有）広栄電設 5,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡宇美町平和１－７－１０〒811-2121

友　　榮一063848

TEL 093-618-3134

小政産業（株） 10,000 －4008無法

土１建１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬５－８－７〒807-1261

小水　政博063854

TEL 092-681-4745

古賀左官業務店 －4001無個

左１
福岡県福岡市東区名島５－２６－４０〒813-0043

古賀　清美063862

TEL 092-738-3673

（有）宏和建設 3,000 －4001無法

土１し１
福岡県福岡市中央区港３－３－４〒810-0075

宮川　竜也063864

TEL 093-652-7876

（株）廣栄建設 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡東区川渕町５－７〒805-0012

森永　崇士063865

TEL 0943-54-3345

小井手建設 －4007無個

建１
福岡県八女市上陽町北川内２１５２－２〒834-1102

小井手　文雄063866

TEL 0942-27-9999

（株）大成 20,000 －4002無法

土２と２管１舗２し２水２
福岡県久留米市高良内町１０７４－３〒839-0852

今村　賢一063873

TEL 092-771-9264

（株）弘和 50,000 －4001有法

建２内２
福岡県福岡市中央区鳥飼２－６－２１〒810-0053

土屋　弘和063874

TEL 0944-33-0287

（有）菰方建設 3,000 －4003無法

建１
福岡県三潴郡大木町大字前牟田８２１〒830-0406

菰方　重義063877

TEL 0940-52-8088

（有）ウメダ 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福津市津屋崎３－１６－１－９０２〒811-3304

梅田　惠美子063878
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TEL 0944-72-1828

コガ信工業（有） 20,000 －4003有法

土２と２解２
福岡県柳川市佃町１２７２〒832-0051

古賀　信義063884

TEL 092-481-6431

（株）コムハウス 12,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－５－３３〒812-0016

角田　幸雄063885

TEL 092-553-3198

（有）このむ電設 7,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区長丘１－１－２４－３０３〒815-0075

　原　好063890

TEL 0940-33-4157

（有）幸新 3,000 －4008有法

建１屋１板１
福岡県宗像市赤間駅前１－９－８〒811-4185

籾山　幸二063893

TEL 093-561-1362

（有）小倉建設工業 3,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉北区下到津２－１２－２０〒803-0846

井手　富美雄063895

TEL 0947-44-7634

（株）小堤工務店 3,000 －4009無法

土１建１と１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川市大字伊加利４１２－４〒825-0001

小堤　亮太063899

TEL 0948-23-8826

（有）香野建設工業 10,000 －4010無法

土１建１と１
福岡県飯塚市伊岐須１４８－１４〒820-0053

香野　猛虎063904

TEL 0947-42-2726

（有）小林住宅産業 5,000 －4009無法

建１
福岡県田川市大字伊加利２１９５－４０〒825-0001

小林　義樹063906

TEL 0948-29-1117

アイワ住宅建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市横田６２４－１〒820-0044

幸野　恭次063907

TEL 092-522-2941

（株）コトブキ産業 30,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県福岡市南区高宮４－７－５〒815-0083

才田　洋介063913

TEL 0948-57-3832

（有）児玉建設 10,000 －4010無法

土１と１石１舗１解１
福岡県嘉麻市嘉穂才田１６５０－４〒820-0336

児玉　清美063923

TEL 0948-23-2707

幸袋機工（株） 10,000 －4010無法

管１鋼１機１
福岡県飯塚市津島９９－１〒820-0064

山本　利春063925

TEL 092-407-5255

（有）古藤冷熱機工 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区四箇田団地１７－１０４〒814-0176

古藤　輝雄063926
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TEL 092-406-4456

（株）林技建 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市中央区桜坂１－４－１１－３０２〒810-0024

林　美徳063933

TEL 0944-54-5895

（有）こがね電機工業 3,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市入船町７８－２〒836-0063

古賀　啓一063934

TEL 092-504-6722

興栄電設（株） 5,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市乙金東４－３－６〒816-0901

松本　悟063936

TEL 092-938-6273

（有）児玉工業 3,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡粕屋町原町５－２－２２〒811-2307

児玉　裕二063937

TEL 092-573-2155

古賀産業（株） 30,000 －4011無法

土２建１と２石２舗２水２
福岡県大野城市筒井５－１４－１〒816-0931

古賀　公明063938

TEL 093-652-6682

（有）古賀興産 5,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市八幡東区大蔵１－１－２０〒805-0048

平山　元章063947

TEL 092-807-3755

小村設備工業（有） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区大字周船寺１８９－２２〒819-0373

小村　則男063948

TEL 0942-48-0991

（有）コスモ住研 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市津福本町１６４４－１　山本第１ビル１０５〒830-0047

田原　龍彦063949

TEL 092-572-3378

コーワコーポレーション（株） 10,000 －4011有法

電１内１通１
福岡県春日市小倉６－１７８〒816-0824

田中　又義063951

TEL 0943-75-3004

（有）権藤工務店 6,000 －4002無法

建１
福岡県うきは市吉井町福永１７３－３〒839-1305

權藤　英樹063952

TEL 093-223-5038

後藤建設 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜１２－３３〒807-0113

後藤　徹063954

TEL 0944-76-0320

（有）小宮建設 3,000 －4003無法

土１建１と１舗１水１
福岡県柳川市大和町中島３９３－１〒839-0254

北島　公子063956

TEL 093-533-9059

（有）工基 3,000 －4008無法

土１建１と１鋼１舗１塗１園１水１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－１８－１１〒802-0023

柄﨑　浩司063957
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TEL 092-573-5506

（株）弘瑛興業 5,000 －4011無法

土１と１
福岡県春日市春日４－６５〒816-0814

江原　弘一063958

TEL 0944-72-8538

（有）古賀順一建設 5,000 －4003無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市南浜武３５０〒832-0083

古賀　順一063963

TEL 0948-24-1582

（株）伍栄建設 43,000 －4010無法

土２建２と２舗２解２
福岡県飯塚市潤野５１－２〒820-0021

松尾　和正063964

TEL 0944-63-4569

（株）古賀建設 30,000 －4007無法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県筑後市大字馬間田９６－４〒833-0023

古賀　康文063968

TEL 0947-73-3333

（有）小堤電器 3,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡川崎町大字安真木４５３７〒827-0001

小堤　健司063982

TEL 093-472-4848

（株）小倉空機 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区沼南町３－１０－４〒800-0205

　原　政敏063985

TEL 093-581-1657

近藤産業 －4008有個

建１
福岡県北九州市小倉北区鋳物師町２－１４－５０４〒803-0821

近藤　正耿063986

TEL 093-761-3821

（株）小玉商店 30,000 －4008有法

土２と２鋼２舗２水２解２
福岡県北九州市若松区北浜２－１－６〒808-0023

小玉　和弘063998

TEL 0948-24-5021

（有）飯塚アルミ建材 10,000 －4010無法

建１ガ１具１
福岡県飯塚市上三緒字神田１－３２〒820-0013

宮田　輝夫064034

TEL 093-952-1119

市川産業（有） 5,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市小倉北区片野４－１６－２２－２０１〒802-0064

市川　太一064040

TEL 093-601-8688

（有）医生ケ丘産業 20,000 －4008無法

土１園２
福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎３－１－６〒807-0803

　田　祐之064049

TEL 093-472-9200

維新建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区下貫１－５－１２〒800-0236

瀬口　維064057

TEL 092-571-0535

（有）インテリア坂本 3,000 －4011無法

内１
福岡県春日市上白水７－１７〒816-0844

坂本　久勝064076
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TEL 0920-32-0847

井手設備工業所 －4001無個

管１水１
福岡県糸島市有田３６－１〒819-1132

井手　友太064086

TEL 093-617-2250

石橋建設工業（株） 30,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西３－１８－６〒807-1145

石橋　秀文064102

TEL 0930-23-1705

（株）石田組 25,000 －4005有法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県京都郡苅田町大字与原８７９〒800-0323

石田　周平064103

TEL 0949-24-9642

石丸工業 －4004無個

機１
福岡県直方市大字植木１０２－１６〒822-0031

石丸　仁一064113

TEL 0944-57-2030

（株）石橋塗装店 10,000 －4003無法

と１塗１
福岡県大牟田市港町１０〒836-0022

石橋　一平064122

TEL 0947-32-6389

日徳建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡香春町大字採銅所４２０８－５〒822-1401

井手本　政德064160

TEL 092-477-7758

（有）五和機電 3,000 －4001無法

機１水１
福岡県福岡市博多区東比恵３－４－２〒812-0007

田中　一郎064189

TEL 092-881-2326

（株）石川電気工事 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市西区石丸１－２６－１〒819-0025

石川　昭一064217

TEL 0948-57-3121

いながき住設 －4010無個

管１水１
福岡県嘉麻市嘉穂才田１２３－１〒820-0336

稲垣　浩一064243

TEL 092-707-7717

福重インダストリー（株） 38,500 －4001無法

土１と１水１解１
福岡県福岡市西区福重３－１３－１３在郷ビル３階〒819-0022

在郷　慎也064265

TEL 093-691-1862

伊藤電機（株） 40,000 －4008有法

電２
福岡県北九州市八幡西区則松４－７－３１〒807-0831

伊藤　孝信064280

TEL 092-922-8611

（株）伊佐工務店 20,000 －4011無法

建２大２と２屋２鋼２塗２防２内２
福岡県太宰府市大字大佐野８０７－４７〒818-0134

池之上　美香064320

TEL 092-865-2220

（有）伊藤商会 3,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市早良区四箇６－２９－３〒811-1103

伊藤　曄064337
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TEL 0942-62-3108

（株）今村隆次商店 20,000 －4002有法

土２建２と２管２舗２し２水２
福岡県久留米市城島町城島３２－５〒830-0207

今村　省太郎064342

TEL 0943-54-3584

井上住建 －4007有個

建１
福岡県八女市上陽町上横山４４９〒834-1101

井上　豊實064349

TEL 092-803-0805

（株）石和総建 25,000 －4001無法

土１建２大２
福岡県福岡市早良区大字脇山２６９３〒811-1111

石橋　京介064359

TEL 092-574-3333

板付新軽金属（株） 20,000 －4011有法

建１と１板１塗１具１
福岡県大野城市仲畑１－１０－２０〒816-0921

武田　淳二064380

TEL 0946-52-3288

（株）石松組 20,000 －4006有法

土２と２舗２水２解２
福岡県朝倉市入地２４８３〒838-1315

石松　弘康064402

TEL 093-921-2207

（株）岩崎建材店 10,000 －4008有法

土１建１と１石１タ１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区湯川５－７－７〒800-0257

岩﨑　祐司064413

TEL 093-475-0922

（有）一宮工務店 6,000 －4008有法

土１建１大１左１と１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区葛原高松１－１－８〒800-0252

一宮　輝晃064420

TEL 093-381-0480

入門硝子（有） 3,000 －4008有法

ガ１具１
福岡県北九州市門司区原町別院１０－３８〒800-0037

入門　宏樹064435

TEL 0944-58-3377

（株）ホームデリバリー 20,000 －4003無法

建１内１
福岡県大牟田市大字橘７４３－６〒837-0911

浦江　博文064450

TEL 092-863-2661

（株）岩丸産業 30,000 －4001無法

土２建１と２管２園１水２消１
福岡県福岡市早良区田村４－８－２３〒814-0175

岩下　達也064464

TEL 093-963-6518

新政建設工業 －4008有個

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区横代東町２－１１－２〒802-0822

池本　修064469

TEL 0948-23-1221

（株）日栄 10,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市蓮台寺６８－３〒820-0048

仲野　勝俊064471

TEL 0942-43-2471

井手建設（株） 30,000 －4002無法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県久留米市山川野口町１－４４〒839-0816

井手　保次064494
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TEL 092-672-6901

イー・スケープ（株） 29,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２
福岡県福岡市東区名島２－６－８〒813-0043

岩本　一昭064502

TEL 092-871-6450

（有）平成緑地建設 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市早良区田村４－２６－４〒814-0175

松河　和英064505

TEL 0943-32-0214

（株）猪口建設 21,000 －4007有法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県八女郡広川町大字水原１４３３－１〒834-0102

猪口　進二064516

TEL 0942-44-0852

（有）飯田工務店 5,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市新合川２－１－３３〒839-0865

飯田　明史064536

TEL 0947-22-5266

（有）池永建設 4,000 －4009無法

土１建１と１管１解１
福岡県田川郡福智町伊方２６１５－２７〒822-1211

白石　忠義064548

TEL 093-651-4093

（有）石母田電業社 21,000 －4008無法

土１管２水１消１
福岡県北九州市八幡東区昭和１－７－９〒805-0013

石母田　大四郎064549

TEL 092-612-0395

（株）コバケン 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区二又瀬新町１４－２５〒812-0065

小林　健太郎064555

TEL 0942-72-8338

岩下住設（有） 10,000 －4002無法

建１
福岡県小郡市井上８８９－３２〒838-0114

岩下　武史064591

TEL 0930-42-1786

石橋総工業（株） 20,000 －4005無法

土２建１と２管１舗２水１解２
福岡県京都郡みやこ町犀川横瀬１７１２〒824-0244

石橋　慶治064594

TEL 0940-32-7131

一成建設（株） 20,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市自由ヶ丘１０９０－７３〒811-4163

目良　宏子064616

TEL 092-621-0080

（株）石田設備 20,000 －4001無法

管１水２
福岡県福岡市博多区吉塚１－３４－２〒812-0041

石田　大輔064630

TEL 092-431-5191

井上熱帯園（株） 3,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市博多区山王１－１４－２３〒812-0015

井上　桂樹064632

TEL 092-807-1157

コーワ建工 －4001無個

タ１
福岡県福岡市西区今津１７８８〒819-0165

池　和道064633
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TEL 0979-83-2479

（有）岩崎電気 8,000 －4005無法

電１
福岡県豊前市大字赤熊４０７－２〒828-0027

岩﨑　真砂巳064636

TEL 0944-63-2663

（有）山内施設工業 10,000 －4007無法

土１建１管１水１
福岡県筑後市大字馬間田１２８６－１〒833-0023

山内　秀昭064643

TEL 0944-63-6100

石橋商事（株） 10,000 －4003無法

板１ガ１内１具１
福岡県みやま市瀬高町太神１１４４〒835-0013

石橋　信幸064671

TEL 093-245-1803

（株）井上組 36,000 －4008無法

土１建１と１管１鋼１筋１舗１し１塗１防１具１解１
福岡県中間市岩瀬２－１６－５〒809-0011

井上　学064709

TEL 092-663-2858

（有）飯田園芸 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市東区土井２－１０４１－１〒813-0032

飯田　将人064716

TEL 092-504-7121

（株）西日本空調システム 32,000 －4001有法

管２
福岡県福岡市博多区東月隈４－７－４〒812-0854

中山　知則064720

TEL 092-871-0777

（株）岩室商会 30,000 －4001無法

土２と２水２解２
福岡県福岡市早良区田村３－１－４１〒814-0175

岩室　眞澄064722

TEL 092-861-1476

高杉建設 －4001無個

土１
福岡県福岡市早良区田村３－１９－３９〒814-0175

岩室　晋作064729

TEL 0948-57-1664

井手グリーンサービス －4010無個

園１
福岡県嘉麻市嘉穂才田１５９２〒820-0336

井手　政美064734

TEL 093-631-4413

一葉工業（株） 20,000 －4008有法

と１管１鋼１機１水１
福岡県北九州市八幡西区幸神４－５－２６〒806-0055

森下　勝海064738

TEL 093-883-1457

イトウ建設工業（株） 10,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区銀座２－２－１４〒804-0076

伊藤　尊064761

TEL 093-631-1411

（株）猪熊工業所 10,000 －4008有法

電１管１機１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－４〒806-0004

松村　千良064766

TEL 092-881-0283

（株）石橋高組 20,000 －4001有法

土２と２管１水２解２
福岡県福岡市西区拾六町５－１１－４２〒819-0041

石橋　高行064778
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TEL 092-592-1600

イーデン電気技研（株） 10,000 －4011有法

電１
福岡県大野城市仲畑３－２－３３〒816-0921

井手　勝也064785

TEL 0940-42-0336

（株）井手建設 20,000 －4008無法

土２と２舗２水２解２
福岡県福津市中央５－１－１１〒811-3217

井手　充稔064792

TEL 093-617-7226

（有）出雲建設 3,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南２－１５－３４〒807-1143

福原　和枝064797

TEL 092-881-6825

今村畳襖商店 －4001無個

内１
福岡県福岡市西区生の松原３－１－８〒819-0055

今村　悟064819

TEL 0942-21-6979

（有）今村筑寿園 3,000 －4002無法

園１
福岡県久留米市藤光町１７２－１〒830-0054

今村　準寿064827

TEL 092-572-1406

（有）インテリアダイワ 3,000 －4011無法

内１
福岡県春日市桜ケ丘７－１７〒816-0872

永野　俊明064830

TEL 0946-25-1231

南西産業 －4006無個

土１と１
福岡県朝倉市長谷山２０９〒838-0002

市岡　幸夫064839

TEL 09496-2-7394

（有）協栄建設 3,000 －4004有法

土１建１解１
福岡県鞍手郡小竹町大字新多１４３１〒820-1104

石山　麻代064856

TEL 093-436-0742

（有）石川建設 40,000 －4005無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県京都郡苅田町大字雨窪５６６－２〒800-0366

石川　久美子064858

TEL 0943-24-4441

伊藤産業（株） 10,000 －4007有法

土１
福岡県八女市稲富１１２〒834-0047

伊藤　真一064871

TEL 0944-76-4607

（有）石橋設備 7,000 －4003有法

土１管１水１
福岡県柳川市大和町中島９１〒839-0254

石橋　尚治郎064872

TEL 0930-22-6404

（有）インテリアくまもと 3,000 －4005無法

建１内１
福岡県行橋市行事１－２－９〒824-0001

隈元　敏裕064873

TEL 093-282-1357

（株）今村組 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津６０２〒811-4231

今村　勝男064878
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TEL 093-881-7725

異島電設（株） 20,000 －4008有法

電２
福岡県北九州市戸畑区新池３－３－１８〒804-0082

異島　洋064883

TEL 0948-22-2049

飯塚建装（株） 10,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市徳前字轟２８－１〒820-0033

髙倉　浩志064890

TEL 093-613-2800

池田電気工業 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区上上津役４－７－１３〒807-0072

池田　正記064894

TEL 093-691-5651

池田建設工業（株） 43,000 －4008無法

土１建１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区則松東２－１－１８〒807-0837

池田　直文064901

TEL 0943-23-3065

（有）井手プロパン商会 4,000 －4007有法

土１管１水１
福岡県八女市大島２３０－２〒834-0005

甲斐田　英明064903

TEL 092-663-3781

福岡ロードエンタープライズ（有） 7,000 －4001無法

土１と１舗１塗１
福岡県福岡市東区下原２－２－５〒813-0002

秋吉　直子064905

TEL 093-391-5057

（有）岩建設 3,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区羽山２－１－１１〒800-0005

岩本　哲也064911

TEL 093-671-6383

（株）今村工務店 23,500 －4008有法

建２
福岡県北九州市八幡東区尾倉３－６－１３〒805-0059

今村　淳064915

TEL 0943-24-1214

（株）イノウエハウジング 30,000 －4007有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２舗２板２塗２防２内２具２水２解２
福岡県八女市津江４４－２〒834-0024

井上　正通064931

TEL 0942-39-1526

岩坂電気工事（有） 8,000 －4002無法

土１と１石１電１舗１水１
福岡県久留米市梅満町９４５－１〒830-0048

岩坂　良憲064933

TEL 0948-22-3739

（株）飯塚環境サービス 20,000 －4010有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
福岡県飯塚市大日寺字上ノ原１３４６－５１〒820-0046

田中　唯介064939

TEL 092-327-1567

岩﨑建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩桜井２０４５－１〒819-1304

岩　　盛人064941

TEL 0942-73-2289

（有）飯田建設 20,000 －4002無法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県小郡市干潟７００－２〒838-0112

初村　澄子064957
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TEL 09448-6-3638

（株）石橋建設 20,000 －4003無法

土１建１内１
福岡県大川市大字三丸２０６９〒831-0026

石橋　保064983

TEL 092-571-2300

（有）井上工業 5,000 －4001無法

建１左１
福岡県福岡市南区弥永３－１７－１〒811-1323

井上　武久064986

TEL 093-941-5848

（株）インテリアフルモリ 10,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区黒住町２３－２５〒802-0056

古森　健一064988

TEL 093-871-6555

（株）イシザカ工業 10,000 －4008無法

土１建１と１石１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－８－３５〒804-0031

石坂　幸三064990

TEL 0948-22-8629

（有）諫山環境開発 5,000 －4010有法

土１管１し１水１
福岡県飯塚市堀池１７８－１〒820-0070

諫山　寿雄064991

TEL 092-943-0030

（株）井上電設 5,000 －4001無法

電１
福岡県古賀市新原７７０－２〒811-3127

井上　政樹064992

TEL 093-923-8711

（株）有田工務店 10,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市小倉北区妙見町１６－１１〒802-0041

有田　大作065027

TEL 09443-2-1214

（株）荒巻組 30,000 －4003無法

土２建１と２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県三潴郡大木町大字筏溝６０５〒830-0425

荒巻　隆吉065043

TEL 093-592-4910

朝日工産（株） 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１園１水１
福岡県北九州市小倉北区高尾１－３８－５〒803-0853

後根　辰彦065056

TEL 092-624-7877

旭日保安工業（有） 43,600 －4001有法

土１と１舗１塗１水１
福岡県福岡市東区社領３－１４－２７〒812-0068

西野　修次郎065061

TEL 092-807-0419

（有）荒川設備 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区今宿青木２１３〒819-0162

吉住　覚065078

TEL 092-873-0600

（株）アルファー電通 10,000 －4001無法

通１消１
福岡県福岡市城南区長尾５－２０－１５〒814-0123

榊　英樹065079

TEL 093-963-8541

朝部電気工事（株） 22,000 －4008有法

電１消１
福岡県北九州市小倉南区企救丘２－１１－２３〒802-0981

三井　泉065095
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TEL 093-941-5210

（株）青木空調工業 30,000 －4008無法

管２機１
福岡県北九州市小倉北区熊本１－８－１５〒802-0044

竹島　義人065101

TEL 09447-2-5578

荒木建設（株） 30,000 －4003無法

土２建１と２管１舗２し２水２解２
福岡県柳川市三橋町久末７４７〒832-0816

荒木　宏明065106

TEL 0943-75-4566

（株）安達組 20,000 －4002無法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県うきは市吉井町屋部１５２－２〒839-1331

安達　正065109

TEL 092-952-1023

（株）赤星建設 11,000 －4011無法

建１大１
福岡県那珂川市大字西畑７２１－３〒811-1246

赤星　晴男065112

TEL 093-293-3057

（有）芦屋興産 3,000 －4008有法

土１建１
福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川３－９－１〒811-4307

入江　淸太065117

TEL 09437-3-2970

浅川電気工事店 －4002無個

電１
福岡県久留米市田主丸町常盤１１２５－８〒839-1232

浅川　保則065118

TEL 0947-44-6700

（株）アイエム特基 10,000 －4009有法

と１井１
福岡県田川市大字弓削田１７１－１９〒826-0041

板持　元太郎065119

TEL 092-573-1849

浅治建設（株） 30,000 －4001無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園１具２水２解２
福岡県福岡市南区井尻２－４６－２１〒811-1302

浅上　重治065132

TEL 092-322-6400

有勝建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市有田５４１－２〒819-1132

有田　勝美065138

TEL 0943-72-4811

東雲建設（株） 48,000 －4002有法

土２と２舗２水２解２
福岡県久留米市田主丸町長栖３３６〒839-1201

浅原　耕朗065142

TEL 092-926-2953

荒川建設（株） 25,000 －4011無法

土２と２舗２水２
福岡県筑紫野市原田５－１－２６〒818-0024

永吉　信敏065145

TEL 0944-51-6155

（有）有明総合設備 3,000 －4003無法

土１管１水１
福岡県大牟田市大字歴木１８０７－１２３０〒837-0924

荒木　雅厳065160

TEL 0943-42-4135

安達工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町湯辺田３３〒834-1215

安達　光男065169
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TEL 0947-85-0527

安藤水工 －4009無個

土１と１管１舗１水１
福岡県田川郡添田町大字落合３９５４〒824-0722

安藤　一佳065198

TEL 0930-23-6290

（有）旭建設 10,000 －4005無法

土１舗１
福岡県行橋市南大橋３－４－３７〒824-0032

森渕　鉄二065204

TEL 093-472-0958

（有）アカセ建設工業 8,500 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１舗１し１塗１内１水１
福岡県北九州市小倉南区上吉田６－１１－８〒800-0201

赤瀬　貴樹065215

TEL 093-922-5667

（株）朝日ホーム 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市小倉北区吉野町１１－３４〒802-0085

鬼丸　博065217

TEL 0942-33-5767

アイ建装工業（有） 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市日ノ出町１７－１〒830-0012

高部　智充065218

TEL 093-651-0905

（株）阿部組 10,000 －4008無法

土１と１鋼１塗１
福岡県北九州市八幡東区松尾町２０－２３〒805-0032

阿部　幸喜065219

TEL 093-671-2173

（有）天野防専商会 3,000 －4008有法

建１管１絶１
福岡県北九州市八幡東区天神町８－１〒805-0054

天野　初生065226

TEL 093-601-9703

アイチク建設 －4008無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２９４３〒807-0801

新井　順一065250

TEL 092-801-7247

（株）曙設備工業所 60,000 －4001無法

管２水２消１
福岡県福岡市早良区田村４－１５－１０〒814-0175

野田　弘之065269

TEL 092-557-3540

（株）アラタ産業 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区花畑１－４－６〒811-1356

荒田　肇065271

TEL 092-661-6858

（株）有明建設 50,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市東区香住ケ丘２－２３－７〒813-0003

赤木　聖治065283

TEL 093-951-3881

（有）あさひ家電サービス 5,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区熊本１－１２－１２〒802-0044

安永　喜正065300

TEL 092-501-3226

（株）朝倉グリーンテック 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県福岡市南区柳瀬１－２０－１１〒811-1321

丸山　英基065310
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TEL 0942-44-2641

（株）アポロサイン 10,000 －4002有法

鋼１
福岡県久留米市東合川５－６－４１〒839-0809

長松院　幸二065319

TEL 0930-56-2385

丸建舗設工業 －4005無個

土１舗１水１
福岡県築上郡築上町大字日奈古３７２－１〒829-0322

有永　虎雄065320

TEL 0930-56-2025

有永建設（株） 10,000 －4005有法

土１と１管１舗１し１水１
福岡県築上郡築上町大字日奈古３６０－１〒829-0322

有永　政行065321

TEL 093-522-0234

（株）青葉造園 10,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－１－３〒802-0023

田村　俊一065327

TEL 093-511-2627

旭建材（株） 10,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉北区熊本２－７－１５〒802-0044

藤原　講太065357

TEL 092-923-5844

朝倉建設（有） 5,000 －4011有法

土１建１
福岡県筑紫野市針摺西２－１－１７〒818-0084

林　俊成065360

TEL 093-293-8115

（有）浅川興産 5,000 －4008無法

具１
福岡県遠賀郡遠賀町大字島津４９５－１０〒811-4301

勝木　久美子065380

TEL 0948-23-4546

（株）有光工務店 20,250 －4010無法

土２管２水２
福岡県飯塚市下三緒１５－３〒820-0012

有光　憲史065385

TEL 092-811-3918

（株）赤司板金 10,000 －4001無法

屋１板１
福岡県福岡市西区野方５－３０－１〒819-0043

赤司　新太郎065387

TEL 092-475-2967

（株）森田工務店 23,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市博多区東那珂２－１４－６〒812-0892

森田　修065394

TEL 0946-22-5272

（株）朝倉通信建設 10,000 －4006無法

通１
福岡県朝倉市持丸６４４－１〒838-0015

立石　哲也065396

TEL 092-933-1413

（株）アイワ技建 10,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡宇美町若草３－２－１６〒811-2124

佐々木　善弘065414

TEL 093-622-4131

（株）アイム製作所 30,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－５〒806-0004

倉本　新065429
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TEL 0946-22-5214

（有）アマギカッター 3,000 －4006無法

土１と１舗１
福岡県朝倉市馬田９９４〒838-0058

岩元　貴志065445

TEL 0942-77-3311

（有）秋山組 6,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県三井郡大刀洗町山隈１７１５－１２〒830-1226

秋山　芳徳065449

TEL 0946-28-7802

（株）アサモク 60,000 －4006有法

建１
福岡県朝倉市上秋月１４４５〒838-0019

多田　啓065452

TEL 092-811-0006

（有）荒川工務店 10,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市西区野方３－１－５１〒819-0043

荒川　幸二065457

TEL 0944-56-7510

（有）朝岡商事 9,000 －4003有法

管１
福岡県大牟田市船津町１－１０－１〒836-0073

朝岡　光男065471

TEL 092-942-3926

青柳ボーリング（株） 10,000 －4001有法

土１と１管１井１水１
福岡県古賀市青柳５４７－２〒811-3134

青　　一臣065472

TEL 092-411-6511

アオケン（株） 26,000 －4001有法

建２塗１防２内１
福岡県福岡市博多区上牟田１－１８－２３〒812-0006

後藤　勝065476

TEL 093-222-3762

共栄建設工業 －4008無個

土１管１
福岡県遠賀郡芦屋町船頭町７－９〒807-0121

秋山　嘉道065477

TEL 092-552-6664

（有）アビル建設 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区和田１－１９－３〒811-1343

阿比留　義男065487

TEL 092-947-3991

（有）朝日水工業 10,000 －4001無法

管１井１水１
福岡県糟屋郡篠栗町中央３－１４－２〒811-2417

村瀬　重明065489

TEL 0944-53-0052

（株）アート 10,000 －4003有法

建１鋼１塗１内１
福岡県大牟田市大字草木２０１〒837-0917

野口　英子065491

TEL 0946-24-5553

麻生建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市甘木５７９－１〒838-0068

麻生　勝己065495

TEL 0942-62-3578

赤司建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市城島町江上上１２８－７〒830-0212

赤司　征治065500
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TEL 093-371-6854

（有）荒巻建設 3,000 －4008無法

土１建１大１と１屋１タ１舗１内１水１
福岡県北九州市門司区柳町３－７－２２〒800-0025

荒巻　弘065503

TEL 093-381-5616

朝日設計エンジニアリング －4008有個

建１
福岡県北九州市門司区大里新町６－１〒800-0057

浅　美夫065506

TEL 092-474-6543

朝倉地質工業（株） 10,000 －4001有法

と１井１
福岡県福岡市博多区東光２－８－１７〒812-0008

時川　真一065507

TEL 092-843-8336

（有）ありま内装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区小田部１－２２－１８〒814-0032

高田　義昭065536

TEL 0946-24-6591

（株）甘木ユニオン 10,000 －4006無法

屋１板１防１内１
福岡県朝倉市屋永１３３２－３〒835-0031

田邊　健065545

TEL 0940-33-5533

（株）赤間造園 37,000 －4008無法

土１と１舗１園２
福岡県宗像市冨地原２０５５－１〒811-4154

細井　裕典065549

TEL 0930-22-4878

有松工務店 －4005無個

建１
福岡県行橋市大字下稗田１０５７－１〒824-0054

有松　隆065553

TEL 093-603-0009

（株）総合システム 20,000 －4008有法

建１管１
福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘３－５〒807-0804

中川　隆065558

TEL 093-791-5885

アサヒコム（株） 30,000 －4008有法

土１と１石１鋼１
福岡県北九州市若松区南二島４－１３－１０〒808-0109

田邊　久志真065565

TEL 092-575-0631

アサヒアイドマ（株） 10,000 －4011有法

建１鋼１
福岡県大野城市仲畑２－１－５〒816-0921

甲斐　孝哲065566

TEL 0949-52-0245

（有）有吉建設 5,000 －4004無法

建１
福岡県宮若市高野３８９－２〒822-0143

有吉　好幸065567

TEL 092-942-5144

（有）青柳設備 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県古賀市花鶴丘１－１－８〒811-3104

青柳　哲也065570

TEL 0942-35-3440

（株）アイワ・エンジニアリング 20,000 －4002無法

電２
福岡県久留米市西町１２２２〒830-0038

平塚　洋一065576
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TEL 0946-24-3305

（有）秋重建設 3,000 －4006無法

土１と１管１機１水１
福岡県朝倉市牛鶴１３２－６〒838-0024

秋重　あつ子065585

TEL 0942-52-5038

安達建設（株） 30,000 －4007有法

土２建２大２と２管１水２解２
福岡県筑後市大字熊野１２４０－３９〒833-0055

安達　輝史065588

TEL 0946-52-2908

（有）朝倉鉄筋 3,000 －4006無法

建１筋１
福岡県朝倉市菱野１３１８－１〒838-1305

梅尾　成文065591

TEL 092-952-2109

（有）相伸電機工事 3,000 －4011有法

電１
福岡県那珂川市仲３－１２－１４〒811-1253

秋山　弘二065593

TEL 092-621-7274

（有）亜細亜設備工業 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市東区社領１－５－１２〒812-0068

石井　純友065601

TEL 0930-23-1330

（有）有松電気 5,000 －4005有法

電１
福岡県行橋市大字今井２８４５〒824-0018

有松　俊治065605

TEL 093-882-8997

（有）阿部工業 5,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県北九州市戸畑区境川２－９－１３〒804-0013

田中　泰朗065613

TEL 093-473-6050

（有）アサヒ樹脂加工 5,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市小倉南区朽網西３－２４〒800-0233

久留島　昭夫065615

TEL 093-871-7536

（株）アダチ 30,000 －4008有法

土１建２大２左２と２石２屋２電２タ２鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２水１解２
福岡県北九州市戸畑区中原新町１－３〒804-0003

足立　　065618

TEL 0947-63-3025

（株）明日産業 10,000 －4009無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡大任町大字大行事１１８７－１〒824-0512

杉原　悦子065620

TEL 092-574-5174

（有）曙総合設備 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区諸岡５－２７－４３〒812-0894

高井　義則065624

TEL 093-681-8923

アラキ産業（株） 20,000 －4008無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県北九州市八幡東区帆柱２－１７－６５〒805-0056

荒木　尚文065628

TEL 092-741-6556

旭住宅（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－２０〒810-0004

古川　善巳065635
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TEL 092-565-1191

（株）アドスペース 10,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市南区老司２－１１－１〒811-1846

江﨑　智隆065641

TEL 0946-22-5805

（有）秋吉組 20,000 －4006無法

土１と１舗１水１
福岡県朝倉市屋永３４７３－２〒838-0031

田子森　晋二065645

TEL 093-511-1585

（株）アダチスポーツ 10,000 －4008有法

土１と１機１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町１－３－３０〒802-0016

塩田　脩也065647

TEL 092-533-0086

アントレ（株） 10,000 －4001有法

タ１内１
福岡県福岡市中央区平和３－３－１〒810-0016

今福　紫乃065650

TEL 093-618-2021

（有）安部板金 3,000 －4008無法

屋１板１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－１６－１〒807-1261

安部　裕一065656

TEL 093-601-2522

（有）安部電気商会 10,000 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市八幡西区本城東２－１４－２２〒807-0815

安部　龍司065659

TEL 092-922-4371

（有）有岡造園 5,000 －4011有法

土１と１石１園１
福岡県太宰府市宰府５－７－１７〒818-0117

有岡　康男065662

TEL 0949-32-3014

（有）安藤香樹園 3,000 －4004有法

土１園１
福岡県宮若市磯光１３１７－４１〒823-0004

安藤　重美065667

TEL 092-621-6219

天口防水工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市東区原田１－４７－１６〒812-0063

天口　守065676

TEL 093-964-2371

（株）アルテック 15,000 －4008有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１ガ１内１具１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－２３－３〒802-0821

岡井　信義065680

TEL 093-964-2841

（株）アルカンシェル 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区大字志井２６４－７〒802-0985

岡本　広治065681

TEL 092-566-0102

ニチエイ通信 －4001無個

通１
福岡県福岡市南区桧原６－１６－８〒811-1355

秋本　健一065686

TEL 092-938-2166

（株）青木建設 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県糟屋郡粕屋町原町４－３－２３〒811-2307

青木　善秀065691



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-681-6652

（有）旭計装 3,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市東区唐原３－８－２７〒813-0001

中尾　博一065702

TEL 09496-2-7781

安部田工業（有） 3,000 －4004無法

土１建１と１石１管１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡小竹町大字南良津５６２－１〒820-1106

宮路　和彦065703

TEL 093-602-6181

（有）浅田組 7,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市八幡西区丸尾町７－４１〒807-0826

淺田　誠065705

TEL 092-811-2320

（株）アルファー 10,000 －4001無法

管１鋼１機１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋東２－１２－１２〒811-2312

大石　和秀065707

TEL 0944-52-1913

（有）荒木建設 8,000 －4003無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県大牟田市大字手鎌１１６－４〒836-0004

岩本　美樹065723

TEL 093-691-3130

（株）アースティック 20,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区本城学研台３－１７－１５－１０４〒807-0807

利岡　英明065726

TEL 093-475-2155

（株）アイム 10,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉南区葛原本町１－２－３〒800-0253

佐藤　良065730

TEL 092-414-0797

（株）アーム 30,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区東那珂１－１７－１８〒812-0892

大部　利喜065732

TEL 092-323-0904

有田泰和建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市有田５６１－２〒819-1132

有田　泰和065737

TEL 093-612-6966

（有）青木電工 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区大平台１５－１８〒807-0084

青木　正憲065738

TEL 0948-72-0564

（株）あさひ産業 26,000 －4010無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県飯塚市大分１４８０－５〒820-0712

林　和彦065739

TEL 092-328-2474

（有）アオキ 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県糸島市志摩久家２６７２〒819-1331

青木　繁明065741

TEL 092-504-0334

（有）アセント 3,000 －4001無法

土１と１水１
福岡県福岡市博多区金の隈１－１６－４〒812-0863

北郷　則男065745



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-804-8833

（株）アーバンテクノ 3,000 －4001無法

建１大１と１屋１板１塗１防１内１具１
福岡県福岡市早良区東入部１－２７－４〒811-1102

大隈　寿信065750

TEL 093-662-7775

安全工業（株） 45,000 －4008有法

土１と１石１舗１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡東区尾倉１－１２－１４〒805-0059

中島　一人065751

TEL 092-928-0211

亜地亜産業（有） 3,000 －4011無法

土１と１舗１
福岡県筑紫野市大字阿志岐２３６６－２〒818-0011

安武　現希065756

TEL 093-922-2040

（有）アルト水工 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町４－４－８〒800-0256

前田　春久065757

TEL 0947-22-4778

相原建築 －4009無個

建１
福岡県田川郡福智町金田人見１６１９〒822-1201

相原　勲065758

TEL 0948-24-6943

荒巻建築（有） 5,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市鯰田２４２５－１５４〒820-0001

荒巻　光昭065759

TEL 092-866-1118

（株）アート・スタッフ 10,000 －4001無法

建１大１左１石１塗１防１内１
福岡県福岡市城南区梅林１－１３－３〒814-0144

橋本　喜久雄065760

TEL 093-952-0003

（株）アーテック・ハウス 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区黒原２－１－３８〒802-0051

山田　忠弘065762

TEL 0942-78-4567

（有）秋山建設 9,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市北野町八重亀３９４－１〒830-1102

秋山　金義065766

TEL 093-618-3893

アスノ電工（有） 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区香月中央１－４－１８〒807-1102

池田　利光065780

TEL 092-411-7441

（株）アイカ 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９－３－５０２〒812-0011

片江　俊夫065789

TEL 093-617-0904

麻生板金 －4008無個

板１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬４－２１－２８〒807-1261

麻生　太一郎065790

TEL 092-922-8884

（株）浅野防災工事 10,000 －4011無法

消１
福岡県太宰府市青山４－２０－１３〒818-0121

川勝　嘉徳065791
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-565-6639

アーバングリーン沙羅（有） 4,100 －4001無法

園１
福岡県福岡市南区鶴田３－６－１５〒811-1352

猪俣　智代065793

TEL 093-522-4811

（株）亜細亜土質エンジニアリング 15,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉北区大畠３－５－９〒802-0026

小川　博己065794

TEL 0930-24-3031

（株）みらい 3,000 －4005有法

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県京都郡苅田町大字稲光１３３３－１〒800-0337

松蔭　亀男065795

TEL 0948-23-4824

（株）赤尾組 50,000 －4010無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県飯塚市新飯塚１９－２６〒820-0005

赤尾　嘉則065797

TEL 0944-52-5995

（株）旭電気 10,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市馬場町２４５〒836-0084

霍見　浩二065798

TEL 092-542-7880

（有）朝日電工 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区皿山１－２－４８〒811-1365

園田　一美065801

TEL 092-554-7111

アサヒメディア（株） 10,000 －4001有法

電１通１消１
福岡県福岡市南区塩原３－２－１９〒815-0032

田中　英明065808

TEL 093-533-3735

（有）アートグリーン 3,000 －4008有法

土１園１
福岡県北九州市小倉北区富野台１１－８〒802-0033

倉富　浩樹065809

TEL 093-434-5430

（有）東産業 7,000 －4005有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－１７－１２〒800-0313

東本　彦浩065812

TEL 093-961-2773

（有）アキ工業 3,000 －4008無法

と１管１機１
福岡県北九州市小倉南区企救丘１－１９－１０〒802-0981

馬原　和明065821

TEL 092-624-1304

（株）麻生 3,580,000 －4001有法

土１建１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２６４８〒811-2304

麻生　巌065830

TEL 092-871-2060

（有）相浦建設 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市城南区片江２－２９－２５〒814-0142

相浦　孝生065836

TEL 092-263-8651

（株）アデス 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区店屋町１－３１－６Ｆ〒812-0025

安達　義憲065837
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-948-1002

（株）アップルハウジング 100,000 －4001無法

土１建２管１内１
福岡県糟屋郡篠栗町中央２－５－１３〒811-2417

梶原　活伸065844

TEL 092-322-4791

（株）朝日商会 10,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県糸島市高田１－１７－５〒819-1102

幸田　剛065846

TEL 0930-25-9411

（有）有吉工務店 3,000 －4005無法

建１
福岡県行橋市南泉１－１５－２１〒824-0036

有吉　俊和065849

TEL 0943-77-7241

（有）アズマ設備 5,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県うきは市浮羽町朝田３２０－４〒839-1401

坂本　眞澄065850

TEL 092-932-3922

（有）天本建設 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡宇美町明神坂２－４－１〒811-2101

畳屋　貴栄065853

TEL 0942-64-5073

（株）天田 10,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市三潴町西牟田５４６７－２〒830-0111

天田　守065857

TEL 092-933-3399

（株）旭技建 10,000 －4001無法

板１具１
福岡県糟屋郡宇美町平和１－１５－１０〒811-2121

渡邊　宗彦065859

TEL 093-662-2757

朝倉塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡東区宮田町１７番２９号〒805-0009

朝倉　和夫065860

TEL 092-603-2723

（有）荒川工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区大岳２－４－２１〒811-0322

荒川　千博065864

TEL 092-894-7707

（株）アイ・ユーサービス 3,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市西区戸切３－７－２２〒819-0032

稲永　康敏065866

TEL 0930-23-3521

朝倉建設 －4005無個

建１
福岡県京都郡苅田町大字葛川３４１－２５〒800-0338

朝倉　友広065867

TEL 092-811-3091

アルプス防災工業（有） 3,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市西区野方６－２５－７〒819-0043

山口　定065880

TEL 0946-62-0611

（株）アイエムシー 10,000 －4006無法

通１
福岡県朝倉市杷木久喜宮９－１〒838-1514

井上　秀樹065884
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TEL 092-963-5114

（有）青葉電業 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡新宮町花立花１－４－１０〒811-0103

田熊　秀二065885

TEL 092-804-1421

天草電気工業（有） 4,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区内野６－１－５７〒811-1123

管田　義光065887

TEL 093-653-1447

（有）アズマ塗装工業社 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区清田２－７－２１〒805-0034

東　光彦065892

TEL 092-292-5800

（株）アームスデザイン・アンド・デベロッ 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区対馬小路１－２１〒812-0020

山下　保彦065893

TEL 092-565-8823

（有）阿部商会 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区花畑２－２４－９〒811-1356

阿部　修065898

TEL 092-324-0808

浅間土建 －4001無個

土１と１
福岡県糸島市本１４０２－１２〒819-1151

浅間　茂065899

TEL 092-865-0101

（有）アーネスト 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区飯倉７－３２－１４〒814-0161

田中　惠美子065902

TEL 0947-44-1525

（株）赤尾建材 30,000 －4009有法

建１大１石１屋１タ１内１具１
福岡県田川市春日町２－１０〒826-0026

赤尾　英彦065903

TEL 0948-23-5071

アイエス工業（有） 3,000 －4010有法

消１
福岡県飯塚市目尾５３４－１〒820-0062

古本　千津子065907

TEL 0944-76-1354

（有）明野水道 3,000 －4003無法

管１水１
福岡県柳川市大和町皿垣開１０１－６〒839-0261

白谷　美穂065908

TEL 093-436-5253

（有）あゆみ建築サービス 3,000 －4005無法

建１と１
福岡県京都郡苅田町大字南原１６０６－１８〒800-0355

萬納寺　忠俊065926

TEL 092-321-0093

青木建設 －4001無個

土１と１石１
福岡県糸島市篠原西３－１－１６〒819-1129

青木　重利065935

TEL 092-586-4750

（株）アクアエンジニアリング 20,000 －4001無法

土２管２鋼２機２水２
福岡県福岡市博多区寿町２－３－１５〒812-0884

原　康彦065936



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

349頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-52-0497

アーク工業（有） 10,000 －4004無法

土１管１鋼１塗１機１水１
福岡県宮若市稲光２７１－１９〒822-0144

林　秀雄065937

TEL 093-641-5573

（株）新井組 10,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区竹末２－１０－２３〒806-0045

新井　勇造065944

TEL 092-922-7611

（株）飛鳥社寺 10,000 －4011有法

建１
福岡県太宰府市大字内山５１３－１〒819-0115

阿部　直樹065948

TEL 0946-24-1443

秋山建設産業 －4006無個

と１解１
福岡県朝倉郡筑前町野町１６７１－１〒838-0815

秋山　昌大065949

TEL 093-962-0750

（株）アオイ商事 20,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区守恒２－９－１９〒802-0972

伊藤　雄二065953

TEL 093-562-2522

（株）足立組 10,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市小倉北区中井口９－１３－４０２〒803-0837

足立　勝則065955

TEL 092-210-1616

（有）アシヅカ 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区野芥８－２５－６〒814-0171

芦塚　直樹065959

TEL 0930-56-0500

（有）アルテック・サンスイ 3,000 －4005無法

土１建１
福岡県築上郡築上町大字越路９２６〒829-0332

山﨑　道博065966

TEL 0943-24-4001

（株）アズマ 10,000 －4007有法

建１屋１電１板１
福岡県八女市吉田１６４５－４〒834-0006

中島　一嘉065969

TEL 0948-24-8336

（有）浅野技建 6,000 －4010無法

土１建１管１舗１し１園１
福岡県飯塚市新立岩１４－１２〒820-0004

浅野　嘉平065976

TEL 092-534-5610

（有）アーバン建設 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区高砂２－１５－２２〒810-0011

田篭　敏郎065977

TEL 0942-47-0268

（有）秋永園芸 20,000 －4002無法

土１と１園２
福岡県久留米市大橋町常持２３０－１〒839-0833

秋永　和宏065983

TEL 092-472-9261

（株）ロッコウアトム 20,000 －4001有法

電２管２通１消１
福岡県福岡市博多区豊１－５－２５〒812-0042

入江　昭弘065986
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TEL 093-923-0644

（株）アルファ 14,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区片野２－１－１７〒802-0064

松原　伸一065987

TEL 092-580-8558

（株）アワ・キッチンシステム 10,000 －4011無法

建１管１機１
福岡県大野城市三笠川３－１５－１２〒816-0912

粟　勤065993

TEL 093-391-3281

（株）粟本組 15,000 －4008無法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区稲積２－３－８〒800-0048

粟本　隆065998

TEL 092-922-5528

筑紫野ホームセンター －4011無個

内１
福岡県筑紫野市二日市北２－２０－１４〒818-0056

宮原　修066006

TEL 092-573-5116

（有）南福岡土木 25,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市博多区元町１－１－１５〒812-0877

原田　速子066007

TEL 093-201-1278

（株）宮本地研 30,000 －4008無法

土１と１
福岡県遠賀郡水巻町中央１５－１〒807-0023

飯隈　誠066014

TEL 0940-42-0536

（株）丸宗土木 10,000 －4008無法

土１舗１し１水１
福岡県福津市内殿１００３－５〒811-3205

光吉　政治066022

TEL 092-565-8400

（株）光永工務店 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市南区桧原６－４４－１〒811-1355

光永　英樹066046

TEL 0942-26-3535

（有）宮本組 3,000 －4002有法

土１と１舗１
福岡県久留米市上津町字向野２２２８－１１３８〒830-0052

前田　邦秀066052

TEL 0947-42-2935

三村建設（株） 23,000 －4009無法

土１建２と１
福岡県田川市大字伊田５０３〒825-0002

三村　良一066055

TEL 0942-47-4770

（有）耳納建設 3,000 －4002無法

土１と１舗１水１解１
福岡県久留米市草野町矢作２８７－１〒839-0837

宮﨑　恒夫066057

TEL 093-922-0723

（有）水時防水工業 7,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉北区熊本４－２－１９〒802-0044

草野　勝巳066059

TEL 0949-42-0263

（株）水摩組 20,000 －4004無法

土２建２と２石２舗２し２水２解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３８２３〒807-1312

水摩　竜登志066063
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TEL 0942-34-5979

宮川電気工事（株） 25,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市長門石４－１３－２５〒830-0027

古賀　洋066070

TEL 0947-82-2456

（株）湊建設 20,000 －4009無法

土２建２と２園１解２
福岡県田川郡添田町大字添田２６２７〒824-0602

湊　明彦066081

TEL 092-801-3245

（有）道下組 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１板１塗１防１内１
福岡県福岡市早良区次郎丸１－２９－１４〒814-0165

道下　幸二066097

TEL 0942-33-1516

（株）宮原工務店 20,000 －4002無法

土２建２大２左２と２石２鋼２舗２塗２防２内２水２解２
福岡県久留米市京町２９５〒830-0028

宮原　航介066099

TEL 0949-42-1101

（有）光城建設 30,000 －4004無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字木月１１２３－１〒807-1303

光城　吉春066111

TEL 092-624-0691

三笠エンジニアビルグ（株） 10,000 －4001有法

管１機１水１
福岡県福岡市東区筥松１－１５－１〒812-0061

鈴木　満男066116

TEL 0942-35-8219

宮原内装工事（有） 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市京町２２６番８〒830-0028

宮原　昌一郎066127

TEL 092-592-0239

都造園（株） 10,000 －4001有法

土１園１
福岡県福岡市博多区麦野４ー３ー１３〒812-0882

中山　功三066146

TEL 093-661-3456

峰建設（株） 30,000 －4008有法

土２建１大１と２石２鋼２筋１舗２し２塗２防１水２
福岡県北九州市八幡東区西本町１－２０－５〒805-0061

峰　昭夫066148

TEL 0940-36-2464

（株）宮崎 10,000 －4008無法

土１と１
福岡県宗像市田熊５－４－１８〒811-3431

宮崎　正敏066155

TEL 093-631-2580

（有）水野建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－２４－１〒806-0066

水野　芳勝066158

TEL 092-662-8381

美和工業（株） 20,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区松崎４－６－３１〒813-0035

宗　雄一066161

TEL 092-692-6955

（株）ＵＦコンストラクション 50,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区塩浜１－１０－５０〒811-0203

森下　勝066172
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TEL 0948-24-2000

（株）みぞえ住宅 50,000 －4010有法

建２
福岡県飯塚市片島１－１０－３５〒820-0068

松永　慎太郎066176

TEL 092-923-2391

（株）宮尾組 27,000 －4011無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県筑紫野市大字山口１９０６－３〒818-0046

宮尾　秀行066181

TEL 0930-33-5527

宮西建設（有） 10,000 －4005無法

土１建１
福岡県京都郡みやこ町惣社７１０番地〒824-0124

宮西　晃066184

TEL 0930-24-2897

宮脇工務店 －4005無個

建１
福岡県行橋市大字東徳永４８－７〒824-0025

宮脇　円066204

TEL 092-323-5652

（有）満生建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県糸島市二丈田中１５〒819-1615

満生　孝人066209

TEL 0947-45-5063

健電社 －4009無個

電１管１
福岡県田川市大字奈良１５２８－２９〒826-0043

宮成　健士066211

TEL 092-851-5617

（株）宮﨑電気商会 20,000 －4001有法

電２
福岡県福岡市城南区田島４－１８－３０〒814-0113

宮﨑　勝徳066215

TEL 092-942-3195

（株）三輪工務店 30,000 －4001有法

建２
福岡県古賀市天神５－７－１７〒811-3101

三輪　明美066216

TEL 0949-33-3305

（有）宮田産業 33,000 －4004無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県宮若市鶴田１９７７－４〒823-0002

永末　憲司066218

TEL 093-434-1198

（有）宮本設備工業 3,000 －4005無法

電１
福岡県京都郡苅田町大字尾倉３４５４－２〒800-0353

宮本　善夫066219

TEL 093-882-7270

ミヤコ計機（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸２－４１〒804-0077

古森　弘美066228

TEL 092-596-8411

ユウビトラスト －4011無個

建１
福岡県大野城市月の浦２－５－１〒816-0983

溝口　陽一066231

TEL 093-618-1110

満井電気計測（株） 50,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区楠橋東１－２－１８〒807-1142

長迫　宏一066239
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TEL 092-933-5311

五水設備 －4001無個

管１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１４４－３〒811-2114

宮本　五郎066253

TEL 0979-82-8653

（株）ツボネ 20,000 －4005有法

土２建１と２管１鋼２舗２し２水１解２
福岡県豊前市大字清水町６９－１〒828-0026

坪根　徳弘066267

TEL 093-922-1645

（有）三好建設 6,000 －4008有法

土１建１大１と１石１管１タ１鋼１筋１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘３－６－１０〒802-0052

三好　哲平066268

TEL 092-503-3202

（有）三笠金属工業 10,000 －4011無法

屋１板１
福岡県大野城市中２－１３－１〒816-0906

本多　博臣066272

TEL 093-613-6111

（株）宮本舗道工業 30,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市八幡西区大平３－１６－２２〒807-0083

宮本　京子066282

TEL 0942-44-3801

三ツ矢建設工業（株） 20,000 －4002有法

建２
福岡県久留米市御井旗崎４－４一１６〒839-0842

近藤　拓磨066286

TEL 0948-29-2562

（株）瑞建工務店 20,000 －4010無法

建２
福岡県飯塚市伊岐須５６３－１５〒820-0053

清水　幸浩066300

TEL 0930-42-1528

宮原設備 －4005無個

管１
福岡県京都郡みやこ町犀川横瀬５２４〒824-0244

宮原　康行066309

TEL 09448-6-2687

（有）溝田畳店 8,000 －4003無法

内１
福岡県大川市大字大橋２８３〒831-0021

溝田　清隆066325

TEL 093-601-1439

南建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘６－１－３０２〒807-0804

南　春吉066334

TEL 092-963-5566

三沢機械（株） 10,000 －4001有法

機１清１
福岡県糟屋郡粕屋町夜白６－９－１〒811-0110

伊飼　竜一066349

TEL 092-923-5615

（株）峰工芸 10,000 －4011有法

大１内１
福岡県筑紫野市塔原東３－１３－６〒818-0059

小林　克久066351

TEL 092-681-5295

東邦電業社 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区多々良１－３５－３０〒813-0033

蓑原　清人066360
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TEL 092-521-0318

（株）ミワ商会 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区大楠２－６－２３〒815-0082

梶原　章司066362

TEL 092-324-1831

溝口建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市長野１３４１－１〒819-1153

溝口　誠066379

TEL 093-202-7773

（有）宮田工務店 3,000 －4008有法

建１
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷一丁目１３番１５号〒807-0051

宮田　三博066380

TEL 092-691-4588

（有）三松建材工業 5,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市東区青葉７－６０－７１〒813-0025

坂下　祐一066381

TEL 0943-52-3488

宮﨑鉄工所 －4007無個

鋼１
福岡県八女市星野村１３３３〒834-0201

宮﨑　忠敏066384

TEL 092-953-5580

（有）三宅工務店 3,000 －4011無法

建１大１
福岡県那珂川市大字安徳８３９－３〒811-1224

税所　政博066392

TEL 092-531-0049

（株）三谷 10,000 －4001有法

と１鋼１内１
福岡県福岡市南区大楠１－６－１８〒815-0082

三谷　浩二066396

TEL 0948-25-6462

（株）三瀬産業 10,000 －4010無法

建１鋼１
福岡県飯塚市小正５７４－１〒820-0089

中島　茂066399

TEL 0943-22-9870

（有）カキハラ 5,000 －4007無法

土１と１舗１解１
福岡県八女市本町１－２４４－２〒834-0031

川崎　朋和066403

TEL 0943-23-2368

三宅設備 －4007無個

管１
福岡県八女市津江１０４７－２〒834-0024

三宅　和男066407

TEL 092-672-6651

（有）宮崎住建 3,000 －4001無法

石１タ１
福岡県福岡市東区舞松原６－１９－１３〒813-0042

宮崎　廣門066412

TEL 0940-32-3596

ミノル設備工業（株） 5,000 －4008有法

土１管１水１
福岡県宗像市稲元２－１６－１０〒811-3406

小田　篤066422

TEL 092-863-3339

（有）宮内組 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市早良区大字脇山２６７８－１〒811-1111

宮内　一郎066441
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TEL 0930-23-7533

宮﨑工務店 －4005無個

建１
福岡県京都郡苅田町大字谷６６９－１〒800-0335

宮﨑　正廣066447

TEL 093-293-9223

（株）宮機工 10,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府４２５５－１〒811-4331

宮口　良一066454

TEL 0944-22-2286

（株）宮本建設 10,000 －4003無法

土１建１解１
福岡県みやま市高田町岩津８７９〒839-0223

宮本　日出夫066455

TEL 093-613-2678

（有）三好設備 5,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区塔野１－１－４８〒807-0085

藤村　周次066464

TEL 0947-72-3048

（株）太陽 30,000 －4009有法

土１建１と１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２０３２〒827-0003

大上　勝也066465

TEL 0946-42-3149

（有）峰建設 5,000 －4006無法

建１鋼１
福岡県朝倉郡筑前町砥上８４２－１〒838-0223

金子　毅066468

TEL 0947-45-5825

（株）ミヤカネ 5,000 －4009無法

内１
福岡県田川市大字伊加利１００３〒825-0001

宮金　敬066475

TEL 092-407-4631

（株）福岡電技 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市早良区飯倉２－１０－５０〒814-0161

右田　正見066477

TEL 0944-50-1456

（有）水野工務店 5,000 －4003無法

土１建１大１
福岡県大牟田市大字倉永１５３３－１〒837-0906

水野　将大066481

TEL 0948-25-5210

（有）三国道路工業 5,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市相田１７４－１８６〒820-0052

三木　定夫066482

TEL 092-804-0818

（株）宮政緑地建設 10,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市早良区石釡１７７７－１〒811-1132

大塚　雄次066490

TEL 0947-73-2873

見月電気 －4009無個

電１
福岡県田川郡川崎町大字田原１８６５－５〒827-0004

見月　曻066492

TEL 092-431-3131

（株）宮房冷機 20,000 －4001無法

管２
福岡県福岡市博多区東那珂１－１２ー４１〒812-0892

宮房　重光066494
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TEL 092-807-1025

（株）蓑毛商会 10,000 －4001有法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原１７５－２７〒819-0163

蓑毛　孝行066507

TEL 092-573-2248

（株）三浦工務店 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区弥永２－３２－２１〒811-1323

三浦　英喜066508

TEL 0949-24-5148

（有）水江鉄工 3,000 －4004無法

鋼１
福岡県直方市大字下境７６６－１〒822-0007

水江　興蔵066511

TEL 0949-32-2500

（有）三島住建 10,000 －4004無法

土１建１解１
福岡県宮若市龍徳１３１３〒823-0001

三島　茂066513

TEL 0930-24-3737

（有）宮谷工業所 5,000 －4005無法

建１鋼１
福岡県京都郡苅田町大字与原２０４２－４〒800-0323

宮谷　和典066514

TEL 092-691-2740

宮　本店 －4001有個

建１
福岡県福岡市東区青葉７－１－１５〒813-0025

宮　　雅敏066515

TEL 092-322-0661

（有）三坂建設 8,000 －4001無法

土１と１石１管１舗１し１水１
福岡県糸島市新田７１９－２〒819-1114

三坂　法晴066516

TEL 093-761-2266

（株）三吉 20,000 －4008有法

建２管２鋼２機１
福岡県北九州市若松区波打町３－２１〒808-0013

内藤　共親066518

TEL 093-661-1875

（有）都電機産業 3,000 －4008無法

土１と１電１
福岡県北九州市八幡東区春の町２－２－１８〒805-0050

都甲　英二066519

TEL 093-964-6679

（有）宮川板金 5,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区守恒１－１６－１９〒802-0972

宮川　浩066523

TEL 092-651-0446

（株）みどり工業 20,000 －4001有法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県福岡市博多区堅粕１－１－３〒812-0043

茨　誉志人066529

TEL 093-631-3507

（有）三宅鈑金店 5,000 －4008無法

板１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水２－８－２１〒806-0051

三宅　卓雄066532

TEL 093-663-1551

（株）三ツ矢不動産 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡東区枝光１－４－１１〒805-0002

道村　信仁066533
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TEL 093-618-6797

（有）都設備 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１２－１９〒807-1113

都野國屋　浩彰066542

TEL 0943-77-4422

（株）宮崎建設 3,000 －4002無法

建１
福岡県うきは市浮羽町小塩１５３３〒839-1412

青木　翼066544

TEL 092-565-5841

（有）密本組 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市南区野多目６－１１－７３〒811-1347

密本　隆則066545

TEL 093-581-0405

水上工業（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉北区今町３－９－１９〒803-0862

水上　諭066547

TEL 0943-24-4701

（有）ミキ企画 3,000 －4007無法

土１園１
福岡県八女市室岡９１３－３〒834-0066

内田　三喜男066560

TEL 093-481-4600

（株）水野文化園 30,000 －4008有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２
福岡県北九州市門司区大字畑４６〒800-0112

水野　貞明066562

TEL 092-324-7498

宮尾デザイン建築 －4001無個

建１
福岡県糸島市岩本１８４〒819-1126

宮尾　幸広066572

TEL 0940-36-2561

（有）三山土木 3,000 －4008無法

土１
福岡県宗像市東郷１５５－２〒811-3436

三山　隆幸066573

TEL 093-861-3553

（株）宮田電設工業 30,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区牧山１－１０－５０〒804-0053

宮　　慎治066574

TEL 0948-82-1051

（有）光友開発 3,000 －4010無法

と１塗１
福岡県飯塚市赤坂３３６〒820-0106

有光　修二066577

TEL 092-566-3059

（有）ミヤビ企画 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区柏原６－１９－１６Ｂ〒811-1353

前濱　光昭066587

TEL 092-811-7953

（有）三恵産業 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市西区野方３－４８－３〒819-0043

長谷川　達也066589

TEL 093-601-6133

（有）ミヤハラ 5,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市八幡西区日吉台１－１４－１４〒807-0866

宮原　和敏066595
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TEL 092-713-8125

（株）ミズホ技研 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市中央区天神５－１－１５－３０３〒810-0001

富永　賢治066597

TEL 0949-42-8351

宮﨑建設 －4004無個

土１と１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延９０１－２〒807-1305

宮﨑　司066606

TEL 0944-55-3434

（株）宮﨑工業 3,500 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市笹林町２－３－１９〒836-0851

宮﨑　隆一066609

TEL 092-881-0784

（有）みとま住設 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区姪の浜１－２－１０〒819-0002

三苫　隆二066612

TEL 093-473-4615

妙工産業（有） 5,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉南区上貫１－９－８〒800-0244

米田　明066616

TEL 093-473-2950

三嶋塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市小倉南区上曽根１－２－２２〒800-0223

三嶋　政次066622

TEL 0947-42-2959

（有）光根興産 5,000 －4009無法

土１建１と１管１解１
福岡県田川市大字伊田２７８３－１〒825-0002

光根　新一066631

TEL 093-582-7746

（有）三善電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区日明３－２－１７〒803-0831

三膳　幸一066635

TEL 093-571-8338

美里建設（株） 40,000 －4008有法

土１建２と１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区中井５－７－２９〒803-0836

樽野　建夫066645

TEL 092-864-9779

（株）グリーンテック 10,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市早良区干隈６－２３－４〒814-0163

宮　　好066646

TEL 0946-22-8409

水城工務店 －4006無個

建１
福岡県朝倉市田島２１７－３〒838-0033

水城　吉克066647

TEL 0949-32-5483

（株）宮産業 10,000 －4004無法

土１建１管１鋼１板１内１具１
福岡県宮若市鶴田２０５５－３１〒823-0002

小川　清美066650

TEL 092-952-9301

（有）ミツル建装 3,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市恵子２－８－１０〒811-1255

満留　修一066653
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TEL 093-611-6210

（株）宮崎 10,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市八幡西区大平１－２－２８〒807-0083

宮﨑　和之066656

TEL 09437-7-6065

三浦建設（有） 3,000 －4002無法

建１
福岡県うきは市浮羽町朝田１４０１－３〒839-1401

三浦　誠剛066672

TEL 0948-57-3296

美林建設（株） 40,000 －4010無法

土２建１と２舗２解２
福岡県嘉麻市大力５００－１〒820-0333

美林　昭廣066675

TEL 0943-24-1190

溝田建設 －4007無個

建１大１内１
福岡県八女市柳瀬６８２〒834-0033

溝田　勝征066676

TEL 0944-54-5841

明星電気（株） 40,000 －4003無法

土１と１電２管１鋼１機１通１消１
福岡県大牟田市天領町３－２－１１〒836-0054

綿貫　裕記066677

TEL 093-293-1137

（有）須賀石材工業 3,000 －4008有法

土１石１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津１７４６－１〒811-4321

須賀　昭治066679

TEL 092-943-3200

室内装飾ベスト －4001無個

内１
福岡県古賀市天神３－５－５〒811-3101

宮本　秀人066690

TEL 092-581-6737

（有）宮嶋電気商会 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区高木２－２４－８〒815-0004

宮嶋　孝彦066693

TEL 0942-21-9960

（有）宮﨑建設 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市本山２－１５－２６〒830-0056

宮﨑　信066702

TEL 093-622-2153

（有）宮脇電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町１３－２７－４０５〒806-0041

宮脇　正治066706

TEL 092-431-4738

（株）ミナミ商事 30,000 －4001有法

ガ１塗１内１通１具１
福岡県福岡市博多区美野島２ー６ー５〒812-0017

南　顕行066713

TEL 093-742-2299

宮園緑化 －4008無個

園１
福岡県北九州市若松区高須東４－３－１９－２０３〒808-0144

宮園　宰066714

TEL 092-581-4355

（有）宮田工務店 7,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区井尻１－９－１〒811-1302

宮田　正治066718



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

360頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-942-5421

（株）ミナミ 10,000 －4001有法

建１
福岡県古賀市今の庄３－１７－５〒811-3117

南　昌孝066720

TEL 0930-23-1388

京都建材工業（有） 20,000 －4005有法

土１建１と１石１タ１舗１し１水１解１
福岡県行橋市北泉５－１１－６〒824-0033

吉田　幸一066722

TEL 092-591-0671

（有）宮原窯業 3,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市南区的場１－１４－１０〒811-1314

宮原　正治066724

TEL 0944-62-2694

（有）三池建設 3,000 －4003無法

建１
福岡県みやま市瀬高町文廣１５１８〒835-0022

三池　洋輝066730

TEL 0944-72-9516

（有）宮崎解体 3,000 －4003無法

と１解１
福岡県柳川市東蒲池６８３〒832-0006

宮崎　攻066731

TEL 092-322-2126

（株）溝口製材所 10,000 －4001有法

建１
福岡県糸島市前原西１－１３－２０〒819-1117

溝口　勝正066736

TEL 0979-82-8174

（有）宮崎組 3,000 －4005無法

土１舗１水１
福岡県豊前市大字六郎２８６－１〒828-0033

松本　新一066738

TEL 092-591-0783

（有）武内住宅設備機器 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区麦野１－３０－１４〒812-0082

武内　善和067011

TEL 0947-26-0215

（有）田中建設 10,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡糸田町２７１５〒822-1311

田中　勝067025

TEL 0947-42-1137

（株）高瀬組 29,000 －4009無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県田川市大字伊加利５０７〒825-0001

髙瀬　あつ子067032

TEL 0930-52-2635

谷中機工（株） 10,000 －4005無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
福岡県築上郡築上町大字東築城７４〒829-0101

神庭　朋孝067038

TEL 093-391-0992

（有）大松建設 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市門司区原町別院６－６〒800-0037

松木　孝治067042

TEL 0944-74-2798

（株）田島鉄工建設 30,000 －4003無法

建１鋼１
福岡県柳川市三橋町磯鳥１１７－１〒832-0805

田島　一豊067052
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TEL 092-611-3731

第一鋼板工業（株） 10,000 －4001有法

鋼１具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字釡屋２７２８－１〒811-2304

石田　一松067056

TEL 092-862-0712

（株）大喜工務店 30,000 －4001無法

建２大２左２と２屋２解２
福岡県福岡市城南区樋井川６－１１－３４〒814-0153

大浦　慎平067062

TEL 093-617-0672

田辺建設（株） 10,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市八幡西区香月西２－１６－２〒807-1103

田邊　竜志067063

TEL 0944-52-2549

大和工業（有） 3,000 －4003無法

管１鋼１機１
福岡県大牟田市健老町４２３－４〒836-0011

佐藤　大和067078

TEL 092-565-4882

（株）タカキ製作所 10,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市南区桧原３－１４－２２〒811-1355

高木　修067088

TEL 093-471-1464

（有）平成電設工業 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区長野１－１３７６－１〒800-0228

小栁　友希067093

TEL 093-644-1771

辰巳住宅（株） 30,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区幸神４－７－４〒806-0055

白木　利典067111

TEL 092-406-8836

（株）太洋電業 20,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区原田４－５－２〒812-0063

内山　和也067123

TEL 0930-22-9218

田秀建設 －4005無個

土１
福岡県行橋市大字大野井６８４－３〒824-0041

田中　秀才067141

TEL 092-781-3666

立石産業（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区六本松４－６－３１〒810-0044

立石　宗久067153

TEL 0947-22-2299

（株）巽工業 23,000 －4009無法

土２建２と２管１タ２鋼２筋２舗２し２塗２防２園１水２消１解２
福岡県田川郡福智町金田１１３４－１３〒822-1201

河西　秀人067154

TEL 092-522-8406

大管工業（株） 30,000 －4001有法

土１管２機２水１
福岡県福岡市中央区平尾３－１－３〒810-0014

中島　栄一067162

TEL 092-926-4355

田中住宅産業（株） 51,000 －4011無法

土２建１大１と２屋１管２タ１塗２内１水２解２
福岡県筑紫野市大字諸田５５ー３〒818-0065

田中　孝洋067167
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TEL 0979-72-2063

（有）大栄建工 3,000 －4005有法

土１建１管１舗１水１
福岡県築上郡上毛町大字安雲４一４〒871-0904

松本　勝則067192

TEL 0979-82-1631

（有）大建 3,000 －4005無法

土１建１と１舗１水１
福岡県豊前市大字市丸２５９〒828-0035

西田　潤蔵067217

TEL 092-947-5408

鷹巣工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉１４８７〒811-2411

鷹巣　千尋067222

TEL 0947-46-2360

（有）田川圧接工業 3,000 －4009無法

筋１
福岡県田川市大字糒１８８０－１〒825-0005

小川　修二067223

TEL 092-555-3575

隆建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区柳河内２－１０－３２〒815-0063

田中　清隆067224

TEL 093-371-3959

（有）大栄建設 3,000 －4008有法

土１建１大１と１舗１塗１防１内１
福岡県北九州市門司区社ノ木１－９－５〒800-0054

金谷　誠067228

TEL 093-602-9610

（株）タカ工房 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区大浦１－１３－３０〒807-0874

二名　好古067236

TEL 092-572-1087

大晃産業（株） 10,000 －4001無法

建１管１
福岡県福岡市南区井尻５－２４－１５－２０３号〒811-1302

大石　静雄067250

TEL 09496-2-1550

（株）大新 30,000 －4004無法

土２建２大２と２石２鋼２筋２舗２し２塗２水２解２
福岡県鞍手郡小竹町大字南良津１９７６〒820-1106

山本　秀子067258

TEL 092-863-2123

（株）タチカワ 40,000 －4001有法

建２塗２
福岡県福岡市早良区賀茂２－４１－１１〒814-0164

立川　善浩067263

TEL 092-862-3044

田代産業（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区七隈７－３８－１５〒814-0133

田代　洋一067265

TEL 093-647-0610

髙田塗装工業（株） 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区市瀬３－２－３〒806-0063

髙田　珪一067284

TEL 092-881-6173

（有）髙木工作所 5,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市西区愛宕南２－１３－５〒819-0007

髙木　信夫067304
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TEL 0947-44-2058

高つ産業（株） 12,000 －4009無法

土１建１と１舗１塗１
福岡県田川市大字奈良１７９７－８〒826-0043

髙津　香代子067306

TEL 0947-46-0630

田川液化石油ガス事業（同） 33,000 －4009有法

管１
福岡県田川市大黒町３－１１〒826-0025

植木　正志067308

TEL 0942-43-0077

（有）田口鉄骨建設 3,000 －4002無法

建１鋼１
福岡県久留米市御井町５７１〒839-0851

田口　国博067311

TEL 093-603-7771

（有）大膳建設 35,000 －4008無法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区大膳２－４－２６〒807-0863

河本　龍敏067313

TEL 092-622-1528

日本ディックライト（株） 20,000 －4001有法

土１と１舗１塗１
福岡県福岡市東区多の津５－１－６〒813-0034

田中　賢哉067326

TEL 093-581-1060

（株）匠工務店 20,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県北九州市小倉北区田町１５－６〒803-0817

長田　重明067335

TEL 0948-25-2936

（有）タナカ安全設備 3,000 －4010無法

土１と１塗１
福岡県飯塚市相田４４５〒820-0052

田中　繁子067343

TEL 0930-42-2934

髙瀨建設 －4005無個

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川本庄８２９－５〒824-0231

髙瀨　清美067374

TEL 092-573-1955

大光ビルド（株） 10,000 －4001無法

建１塗１防１内１
福岡県福岡市南区井尻４－２３－１〒811-1302

清水　大助067377

TEL 0942-72-8220

タック設備（株） 10,000 －4002無法

管１水１
福岡県小郡市松崎９７０－１－１〒838-0122

田篭　武彦067378

TEL 0942-32-6331

田中藍（株） 330,000 －4002有法

タ１機１
福岡県久留米市城南町８－２７〒830-0022

田中　達也067399

TEL 093-641-1711

拓進建設（株） 46,000 －4008無法

土１建２大２と１屋２鋼２舗１塗２防２内２水１解２
福岡県北九州市八幡西区竹末２－２－９〒806-0045

村上　茂樹067400

TEL 093-436-5406

タカノス工業（有） 10,000 －4005無法

管１
福岡県京都郡苅田町幸町１７－１１〒800-0314

河野　邦和067406



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

364頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-42-0957

（有）高木組 10,000 －4004無法

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２７３０－２〒807-1305

高木　康守067414

TEL 0930-33-2033

（有）第一建設工業 40,000 －4005有法

土２建２と２管１舗２塗２防２水２解２
福岡県京都郡みやこ町豊津１８２〒824-0121

中村　博恵067417

TEL 0946-22-7143

高橋緑地 －4006有個

園１
福岡県朝倉市荷原２２１６－２〒838-0029

高橋　幸一067421

TEL 093-283-0343

（有）タカネ建設工業 3,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県遠賀郡岡垣町吉木西１－４－２３〒811-4242

穴井　和枝067423

TEL 092-953-4187

谷川電気 －4011無個

電１
福岡県那珂川市片縄北２－２－３〒811-1203

谷川　直067435

TEL 092-574-7177

田辺木材店建設部 －4001有個

建１
福岡県福岡市南区井尻５－１３－１５〒811-1302

田邉　昭彦067468

TEL 0948-21-1054

大力建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市鯰田１３７２－１〒820-0001

大力　康弘067469

TEL 092-501-7720

太陽工業（株） 15,000 －4001有法

と１塗１
福岡県福岡市南区弥永２－９－１８〒811-1323

岩谷　直子067474

TEL 092-661-9644

（株）たから 10,000 －4001無法

土１と１管１水１
福岡県福岡市東区若宮４－１４－１８〒813-0036

山崎　美代乃067476

TEL 0942-75-8216

（有）田中商会 50,000 －4002有法

土１管２水１消１
福岡県小郡市三沢１２３０－２〒838-0106

田中　和浩067482

TEL 092-561-7022

（有）達工務店 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市南区中尾３－３７－１〒811-1364

金子　只司067488

TEL 093-591-8150

（株）ダイコウ技建 40,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉北区原町２－１５－２４〒803-0815

光山　永寿067491

TEL 093-245-0529

高宮電気商会 －4008無個

電１
福岡県中間市長津１－１３－１５〒809-0036

高宮　清志067501
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TEL 0947-28-5431

（有）武末組 10,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡福智町上野５９２〒822-1102

武末　好示067516

TEL 093-592-0457

（有）大豊電設工業 5,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区中井４－３－８〒803-0836

北川　欣也067520

TEL 0942-53-6785

田島鉄筋工業（株） 10,000 －4007無法

筋１
福岡県筑後市大字西牟田５７５７〒833-0053

樋口　秀喜067522

TEL 09446-2-2921

（株）田中建設 40,000 －4003有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県みやま市瀬高町上庄８８６－５〒835-0025

田中　健治067525

TEL 092-933-8599

（有）ダイコー建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１１０６－２７〒811-2114

松尾　真一067535

TEL 092-804-6930

団鉄筋 －4001無個

筋１
福岡県福岡市早良区大字内野８１０－５〒811-1123

団　雅廣067536

TEL 0944-87-4353

田中建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字大橋３４０〒831-0021

田中　耕吉067537

TEL 092-707-5177

太陽建設（株） 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区今宿駅前１－１７－７－１０７〒819-0168

池尻　隆俊067543

TEL 093-641-5131

（株）田中材木店 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区養福寺町８－１３〒806-0065

田仲　範年067545

TEL 0948-42-5778

（株）飛鳥総合建設 15,000 －4010無法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県嘉麻市口春７８６－３２〒820-0207

坂口　和彦067554

TEL 0944-87-5639

（株）田中工務店 15,000 －4003無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県大川市大字荻島３０９－１〒831-0027

田中　浩一郎067558

TEL 092-483-0038

（株）大平基礎 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区西月隈１－１０－１６〒812-0857

松山　孝067559

TEL 0944-86-4343

田中プロパン住設 －4003無個

土１管１
福岡県大川市大字下牟田口６２２〒831-0023

田中　重行067566
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TEL 0949-25-7100

（株）第一特殊金属 10,000 －4004無法

建１屋１鋼１板１内１園１具１
福岡県直方市大字植木１２４５－１６〒822-0031

津田　武志067577

TEL 0942-26-2166

（株）テクノ大地 10,000 －4002有法

管１井１
福岡県久留米市大善寺町夜明１０２３〒830-0074

髙木　正邦067578

TEL 0946-24-4899

高橋ボーリング（有） 3,000 －4006無法

管１井１
福岡県朝倉市柿原８４９－９〒838-0026

永留　久史067583

TEL 092-521-3121

ダイワ化成（株） 50,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市中央区白金１－１３－１〒810-0012

桑野　悠平067587

TEL 09433-7-0485

田中建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町遠久谷３１９－１〒834-0072

田中　正明067594

TEL 0949-24-8531

鷹見工業（有） 20,000 －4004無法

土１管２機１
福岡県直方市大字永満寺桜馬場１７５１－１〒822-0005

安部　正勝067595

TEL 0944-86-3225

（有）田中建材店 3,000 －4003有法

土１と１石１
福岡県大川市大字大野島２６７８〒831-0045

田中　重行067597

TEL 0949-42-3321

（株）田中技建 10,000 －4004無法

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７６８－４２〒807-1312

川添　幸惠067600

TEL 0948-65-1027

（有）田川組 10,000 －4010無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師９７９〒820-0607

田川　浩智067601

TEL 093-391-8709

高倉工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区大里桃山町８－２〒800-0033

高倉　裕美067607

TEL 0942-41-3977

（株）龍乃組 30,000 －4002無法

土２建２大２と２管１舗２水２解２
福岡県久留米市北野町中８７１〒830-1113

髙山　進五067611

TEL 0942-43-1797

（有）髙弘建設 20,000 －4002無法

土２と２舗２水２解２
福岡県久留米市合川町１１３６－１〒839-0861

髙田　義幸067617

TEL 0949-26-5465

大新工業（有） 3,000 －4004無法

電１機１
福岡県直方市大字感田１４１７－１〒822-0001

秋竹　淳祐067623
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TEL 0947-42-8019

（株）大栄工業 25,000 －4009有法

土２建２と２石２タ２鋼２舗２防２機１園１水２解２
福岡県田川市大字位登１５２９－１〒826-0044

原田　信子067630

TEL 0947-32-7170

大正興産（株） 20,000 －4009有法

土２建１と２舗２園１解２
福岡県田川郡香春町大字中津原１０７６－５〒822-1405

大場　正志067635

TEL 0947-73-3434

泰豊産業（株） 10,000 －4009有法

土１管１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３０１－６〒827-0003

小峠　富生067647

TEL 092-834-5095

（株）大研 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区野方２－１８－３５－１〒819-0043

張間　卓067665

TEL 093-771-1975

帯刀工務店 －4008無個

左１
福岡県北九州市若松区深町２－５－３６〒808-0012

帯刀　弘文067667

TEL 0948-25-2253

（株）グリーンロード 5,000 －4010無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市相田１０８２－４１〒820-0052

齋藤　悠久067670

TEL 0947-45-1333

（有）田渕組 4,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川市大字伊加利１４７５〒825-0001

田渕　弘照067673

TEL 092-581-3747

（株）田中正 40,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区井尻５－１６－３５〒811-1302

田中　泰弘067676

TEL 0942-44-5050

田川金物（株） 24,000 －4002有法

板１
福岡県久留米市東合川１－５－１０〒839-0809

田川　博享067684

TEL 092-947-6198

（株）田畑工業 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡篠栗町篠栗中央５－２－３４〒811-2417

田畑　一067689

TEL 0947-44-4185

（有）高倉建設 40,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川市大字伊田４１６２〒825-0002

髙倉　君博067696

TEL 092-524-2858

大洋（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市中央区清川２－１２－６〒810-0005

岡部　知寛067697

TEL 092-807-8977

（株）大日建設 30,000 －4001無法

土２と２水２解２
福岡県福岡市西区今宿上ノ原４７０－１〒819-0163

山口　崇067702
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TEL 092-621-7858

たむら道路（株） 25,000 －4001無法

土２舗２
福岡県福岡市東区松島３丁目１４－１〒813-0062

田村　隆一067704

TEL 092-511-3358

（有）高倉工務店 8,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市南区皿山３－８－３２〒811-1365

髙倉　一男067709

TEL 092-504-7600

大新住宅（株） 10,000 －4011有法

建１
福岡県大野城市大城１－２３－６〒816-0911

大久保　満067714

TEL 0943-72-4017

（有）田中塗装工業 5,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市田主丸町野田１１１９－１〒839-1231

田中　昭義067723

TEL 092-804-7410

（有）大樹建設工業 8,000 －4001無法

土１と１石１舗１水１
福岡県福岡市早良区重留３－３４－６〒811-1101

加藤　幸三067725

TEL 0944-53-6186

（有）大工園設備 10,000 －4003無法

管１水１消１
福岡県大牟田市不知火町３－１５６－６〒836-0843

佐々木　雅敏067732

TEL 0940-36-3937

田中建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県宗像市東郷１－１１－１１〒811-3436

田中　一吉067736

TEL 092-504-5643

大丸建設（株） 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市博多区金の隈２－１７－２２〒812-0863

大山　秀貴067743

TEL 092-591-0555

（株）ダイシ 10,000 －4001有法

土１と１塗１
福岡県福岡市博多区光丘町１－１－３６〒812-0874

秋山　友陽067751

TEL 0942-72-3457

（株）田中建設 30,000 －4002有法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県小郡市大崎８８８－４〒838-0127

田中　正一067761

TEL 0949-22-2332

（有）田代電気商会 5,000 －4004無法

電１
福岡県直方市溝堀２－７－２１〒822-0013

田代　稔067762

TEL 093-614-5522

（株）大徳 3,000 －4008有法

土１建１左１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大平１－１２－３〒806-0083

近藤　俊徳067764

TEL 0942-62-1129

田中建設 －4002無個

土１と１管１水１
福岡県久留米市城島町江上本５２８－４〒830-0214

田中　順次067766
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TEL 0949-28-3729

（株）立花電業社 5,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字赤地４４－５〒822-0012

立花　清史067771

TEL 092-561-1353

（株）大伸設備 20,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市南区和田２－１２－２６〒811-1343

大久保　秀則067776

TEL 0946-22-9143

武田建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市三奈木１４６７－１〒838-0023

武田　重　067782

TEL 092-934-1525

（有）太宰府設備 4,000 －4001無法

板１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５－１１－３４〒811-2126

木村　幸一067788

TEL 092-622-1241

髙尾製材（株） 10,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須１４４－１〒811-2305

髙尾　眞一067793

TEL 093-931-1733

ダイア開発（株） 10,000 －4008無法

建１大１屋１タ１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－１２－１７〒802-0062

白石　俊雄067798

TEL 092-501-8189

（有）ダイケンドアー販売 10,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市仲畑１－２８－６〒816-0921

梅居　秀文067799

TEL 092-851-9211

（株）第一双葉 20,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市早良区飯倉２－１１－１０〒814-0161

原　弘一067810

TEL 093-473-7921

（有）大幸電気 30,000 －4008無法

電２
福岡県北九州市小倉南区中貫１－１１－３〒800-0237

高橋　重蔵067820

TEL 0948-42-5957

ひのきの香房木楽家（株）髙木工務店 30,000 －4010無法

土１建１と１屋１
福岡県嘉麻市山野３２２－２〒820-0202

高木　博志067832

TEL 0948-65-4383

（株）大親 20,000 －4010無法

土１と１舗１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字柊木４９５５－２６〒820-0607

大軒　光一067834

TEL 0943-77-4640

大力工事（有） 3,000 －4002無法

屋１
福岡県うきは市浮羽町浮羽４２８－４〒839-1402

大力　章平067835

TEL 0944-62-3291

（有）只隈建設 5,000 －4003無法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県柳川市三橋町中山９２〒832-0811

只隈　勝重067838
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TEL 092-566-2141

（株）財部建設 10,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区向新町２－８－４０〒811-1345

用松　正志067839

TEL 0948-57-3997

（有）大親建設 5,000 －4010無法

土１
福岡県嘉麻市小野谷６９４－１〒820-0314

大軒　美代子067842

TEL 092-558-6775

（株）谷川電気工事 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区井相田２－４－７〒812-0881

谷川　寛光067844

TEL 093-964-2000

（株）大信住器 10,000 －4008有法

建１管１
福岡県北九州市小倉南区若園４－３－２５〒802-0816

元吉　敏文067851

TEL 092-812-4512

（有）髙島板金 13,500 －4001無法

屋１板１
福岡県福岡市早良区四箇６－２７－２７〒811-1103

髙島　昌信067853

TEL 092-921-3239

（有）太成興業 5,000 －4011無法

管１水１
福岡県筑紫野市上古賀１－６－１７〒818-0041

香川　瑞樹067859

TEL 0942-43-9390

（有）竹島設備 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市高良内町２９５０－１２〒839-0852

竹島　　裕067861

TEL 092-691-3209

（有）辰巳工務店 20,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市東区青葉３－３５－１２〒813-0025

辰己　節典067866

TEL 093-511-2028

（有）多田電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区下富野４－６－３３〒802-0023

多田　親文067877

TEL 0948-57-2032

武田設備 －4010無個

管１
福岡県嘉麻市大隈２５６〒820-0302

武田　正德067884

TEL 093-471-2659

竹中建設（株） 10,000 －4008無法

建１大１内１
福岡県北九州市小倉南区下曽根１－７－４〒800-0217

竹中　征美067885

TEL 092-565-4674

（株）中村政工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区屋形原３－３３－５〒811-1351

森田　裕二068002

TEL 0942-77-0527

中原建設 －4002無個

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字中川２０２１－２〒830-1206

中原　敏明068033
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TEL 093-201-2588

（株）中建 36,000 －4008無法

土１建１と１鋼１舗１内１水１解１
福岡県遠賀郡水巻町伊左座５－３－８〒807-0056

中川　圭一068037

TEL 092-943-5724

（株）長崎材木店 20,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県古賀市天神５－１０－３〒811-3310

長﨑　秀人068058

TEL 0944-63-4032

（有）南筑舗道 3,000 －4003無法

土１と１舗１水１
福岡県みやま市瀬高町下庄４８８－４〒835-0024

鍋田　順子068061

TEL 092-581-7766

（株）永本建設 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区日佐３－３２－２２〒811-1313

永本　勇二068087

TEL 0944-74-6434

柳川造園土木 －4003有個

園１
福岡県柳川市西蒲池１０８４－１〒832-0005

中村　雄二068090

TEL 0930-22-5416

（有）中原建築店 3,000 －4005無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県行橋市大字長井３０４〒824-0014

中原　秀夫068107

TEL 092-925-3888

中岡建設（株） 10,000 －4011無法

建１大１内１
福岡県筑紫野市二日市中央５－１１－８〒818-0072

中岡　要068113

TEL 092-291-1934

（有）名越工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区御供所町１０－４０－１〒812-0037

名越　正志068115

TEL 093-472-3392

（有）永野組 5,000 －4008無法

土１大１と１石１舗１解１
福岡県北九州市小倉南区津田３－９－６〒800-0242

永野　智昭068132

TEL 092-503-1647

長浜建設 －4001無個

土１
福岡県福岡市博多区東月隈２－１３－９〒816-0054

長浜　龍次068150

TEL 092-933-6499

長山建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南４－１－２０〒811-2101

長山　孝之068158

TEL 093-961-5400

中建設（株） 35,000 －4008無法

土２と２管１舗２水２
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－８－３５〒802-0979

中西　厚子068163

TEL 0940-39-2030

中村塗装 －4008無個

塗１
福岡県宗像市葉山１－５－３〒811-4171

中村　清喜068167
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TEL 092-501-1151

（株）南協 36,000 －4001無法

土２舗２
福岡県福岡市南区井尻５－１３－２０〒811-1302

堀田　照昌068178

TEL 092-629-5560

セーフティーロード（株） 5,000 －4001有法

と１舗１塗１
福岡県福岡市東区松島４－７－７〒813-0062

大石　佳久068179

TEL 093-741-0168

（有）中西電気商会 3,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市若松区高須東３－６－２０〒808-0144

中西　雅也068192

TEL 0947-32-4310

（有）長畑建設 3,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡香春町大字香春１７６５〒822-1406

長畑　房松068194

TEL 092-923-2550

中村造園 －4011有個

園１
福岡県太宰府市高雄１－４１９７－３〒818-0122

中村　辰美068196

TEL 092-874-8221

（有）ナガシマ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区片江３－２０－３２〒814-0142

永島　剛068198

TEL 0942-77-5341

中村建設 －4002無個

建１
福岡県三井郡大刀洗町菅野５３５－１〒830-1202

中村　義隆068202

TEL 0947-45-3464

（有）成田建設 30,000 －4009無法

建２大２と２屋２タ２塗２防２内２解２
福岡県田川市大字川宮７１７－２〒826-0042

成田　忠憲068204

TEL 0947-72-8686

（有）中江建設 5,000 －4009無法

土１建１と１管１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原１４６－１〒827-0004

岡田　弘子068205

TEL 092-611-4606

中原工業（株） 50,300 －4001有法

建２大２電１管１鋼２板１内２機１具１
福岡県福岡市博多区空港前１ー１１ー１０〒812-0002

中原　啓雅068209

TEL 092-952-2566

（株）中江工務店 12,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市五郎丸３－１２－１７〒811-1252

中江　博之068217

TEL 0947-63-2853

（有）長原建設工業 10,000 －4009無法

土１建１管１
福岡県田川郡大任町大字今任原４１３９－１〒824-0511

長原　憲博068220

TEL 092-503-3390

（株）中牟田板金工業 10,000 －4001有法

板１
福岡県福岡市博多区浦田１－１２－１４〒816-0061

中牟田　巖068231
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TEL 0948-57-2184

中原建設 －4010有個

建１
福岡県嘉麻市馬見１０４５〒820-0321

中原　重治068238

TEL 092-564-1607

中　工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市南区柏原２－２５－１〒811-1353

中　　健一郎068242

TEL 092-804-7831

（株）長濱住設 3,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市早良区重留７－１５－２０〒811-1101

長濱　正卓068244

TEL 093-882-1008

中村建設（株） 15,000 －4008無法

土１建１大１左１と１屋１タ１塗１防１内１具１解１
福岡県北九州市戸畑区天神１－６－１２〒804-0094

中村　健児068248

TEL 0943-73-1374

（有）長渕緑地建設 3,000 －4002有法

園１
福岡県久留米市田主丸町菅原５８０－２〒839-1225

長渕　真由美068252

TEL 093-772-3010

（株）中間築炉 10,000 －4008無法

土１建１と１タ１鋼１塗１絶１
福岡県北九州市若松区大字払川３９－３〒808-0113

小西　力068265

TEL 0940-36-3352

（有）中岡鈑金工業所 3,000 －4008有法

板１
福岡県宗像市田熊３－１－４７〒811-3431

中岡　明068268

TEL 093-244-3831

（株）中竹組 10,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県中間市中央３－１１－２２〒809-0030

中竹　哲也068270

TEL 093-453-3430

中村産業（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区高野２－７－１６〒803-0275

髙木　啓行068278

TEL 0942-33-3089

（有）中原工務店 5,000 －4002無法

左１
福岡県久留米市津福本町１７６５－７〒830-0047

中原　浩一068284

TEL 092-952-4063

（株）成世建設 20,000 －4011無法

土２と２石２舗２水２
福岡県那珂川市今光４－５８－２〒812-1211

成世　明人068293

TEL 092-592-2540

（有）中村工業 3,000 －4001無法

と１管１防１
福岡県福岡市南区弥永４－７－２４〒811-1323

中村　正利068328

TEL 0948-82-2613

南里住建 －4010無個

建１
福岡県飯塚市有安１－６２〒820-0111

南里　祐治068336
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TEL 0943-32-1775

（株）中村組 22,000 －4007無法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県八女郡広川町大字水原３８４９〒834-0102

中村　勇介068346

TEL 092-407-4707

ＮＳＫ（株） 5,000 －4001有法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市西区太郎丸２－２０－５〒819-0384

中園　文利068360

TEL 092-551-0093

（有）永田工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区若久６－２１－２２〒815-0042

永田　和雄068373

TEL 093-751-3234

（有）永渕電業 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市若松区棚田町２－２４〒808-0042

永渕　孝明068378

TEL 093-618-8589

中川林業（株） 10,000 －4008有法

土１と１園１
福岡県北九州市八幡西区大字畑１０８５〒807-1124

中川　英則068393

TEL 0944-74-0151

（株）中嶋建設 10,000 －4003無法

土１建１と１石１舗１し１水１解１
福岡県柳川市三橋町垂見２１３５－１〒832-0814

中嶋　文雄068397

TEL 0947-45-8763

（有）永野組 5,000 －4009有法

土１建１
福岡県田川市大字伊田４８８９〒825-0002

永野　安彦068398

TEL 0948-25-0885

中村設計土木 －4010無個

土１
福岡県飯塚市東徳前１３－７〒820-0032

中村　浩二068400

TEL 0943-45-1121

鍋田塗装（株） 20,000 －4007無法

塗１防１
福岡県八女市黒木町木屋４０６８〒834-1204

鍋田　啓068402

TEL 092-934-2710

（株）ナカガワ企画 10,000 －4001有法

と１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵字平原３７－１〒811-2114

中川　善太郎068413

TEL 0940-42-5567

中村家 －4008無個

建１
福岡県福津市内殿６１１－１〒811-3205

中村　勝一郎068414

TEL 092-622-0712

（有）中尾電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須１５－１〒811-2305

中尾　和子068417

TEL 093-473-8298

（有）中澄建設 34,000 －4008無法

土２建２と２石２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉南区沼南町３－１３－１２〒800-0205

中澄　博是068420
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TEL 0948-22-4090

（有）中村設備工業所 3,000 －4010無法

管１水１
福岡県飯塚市菰田東２－１６－３〒820-0016

中村　庄治郎068423

TEL 093-561-0491

（有）中尾工業 3,000 －4008無法

土１と１管１水１消１
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘３－１－２４〒803-0827

中尾　学068424

TEL 092-934-3107

中野住宅設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵２０９－４〒811-2113

中野　孝司068426

TEL 0930-56-2289

（有）成吉組 5,000 －4005無法

土１水１
福岡県築上郡築上町大字西八田９５２－１〒829-0343

成吉　泰行068431

TEL 093-691-8733

（株）永田組 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区美吉野町８－１５〒807-0865

永田　利光068436

TEL 093-472-0881

（株）中園 60,000 －4008有法

建１大１内１具１
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－４２〒800-0231

中園　博光068440

TEL 092-801-5249

（株）成冨建設 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市城南区南片江３－１３－４〒814-0143

成富　菊夫068442

TEL 093-293-3080

中村建設（株） 50,000 －4008有法

土１建２石１屋２舗１し１水１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３７１４－１〒811-4331

吉戒　朝子068449

TEL 093-662-1218

（有）南院建設工業 3,000 －4008有法

土１建１と１解１
福岡県北九州市八幡東区東台良町１７－４〒805-0063

衛藤　征男068450

TEL 093-541-2305

（有）中山組 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区下富野４－３－１２〒802-0023

中山　広美068456

TEL 093-761-2281

中山塗装（株） 20,000 －4008無法

塗２
福岡県北九州市若松区北浜２－４－１１〒808-0023

佐野　慎一068457

TEL 092-521-4401

長浜造園（株） 10,000 －4001有法

土１と１舗１園１
福岡県福岡市南区高宮１－１７－４〒815-0083

岡﨑　徹068462

TEL 0930-25-3071

中村設備工業（有） 3,000 －4005有法

管１機１
福岡県行橋市大字矢留３６７〒824-0037

中村　稔068463
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TEL 0944-62-2382

長瀬工務店 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町小田１５２８－１〒835-0002

長瀬　修一068467

TEL 093-611-1320

（有）永松ガス住設 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区三ケ森３－２－７〒807-0843

於保　和彦068468

TEL 0930-25-4781

（株）ナカムラ製作所 5,000 －4005有法

鋼１機１
福岡県京都郡苅田町大字与原２０４７－１７〒800-0323

中村　和重068474

TEL 0944-76-2752

（株）中村組 20,000 －4003無法

土２建２と２石２管２舗２し２園２水２解２
福岡県柳川市大和町大坪２２〒839-0263

中村　雄一郎068477

TEL 093-612-8228

永山塗装（株） 10,000 －4008無法

と１塗１防１
福岡県北九州市八幡西区中の原３－２－１３〒807-0078

永山　一松068488

TEL 092-871-3477

（有）長島設備 3,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市早良区飯倉８－１－２１〒814-0161

長島　正和068489

TEL 0942-21-3053

（株）中村商会 10,000 －4002有法

管１消１
福岡県久留米市国分町１４１５－４〒839-0863

中村　司068501

TEL 092-934-2716

（有）仲村研磨工業 5,000 －4001無法

鋼１板１具１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野２６３－６〒811-2104

仲村　剛068504

TEL 0949-33-2200

（株）永松工業 10,000 －4004有法

筋１
福岡県宮若市上有木１４３５－１〒823-0015

永松　孝068510

TEL 0944-86-4261

（有）中島組 24,000 －4003無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県大川市大字鬼古賀４１〒831-0024

中島　裕康068515

TEL 093-293-4483

長浜塗装（株） 10,000 －4008無法

土１建１と１舗１塗１防１水１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３６６６－２〒811-4331

長濵　芳彦068519

TEL 0942-47-4657

中村桂園 －4002有個

と１園１
福岡県久留米市大橋町蜷川１１７７〒839-0831

中村　茂068527

TEL 092-513-9656

（株）イチデン 20,000 －4001無法

土１と１電２舗１水１解１
福岡県福岡市博多区浦田１－５－２１〒812-0861

中市　貴博068534
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TEL 0947-45-1254

仲村工務店 －4009無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県田川市大字糒３６３－３〒825-0005

仲村　元次068536

TEL 092-711-8521

（株）ナイケンホーム 20,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市中央区港２－１３－１〒810-0075

梶木　敏明068538

TEL 0979-82-7516

（有）中本製作所 5,000 －4005無法

管１
福岡県豊前市大字八屋１５６－１〒828-0021

安髙　克巳068540

TEL 093-371-2535

（有）ナイソウ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市門司区大里原町３－１２〒800-0038

世良　春生068545

TEL 092-874-7008

（株）中央建装社 10,000 －4001無法

建１塗１防１内１
福岡県福岡市城南区樋井川６－４－２２〒814-0153

中森　久一068546

TEL 0942-77-0438

中島造園 －4002無個

園１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈２２６４－１〒830-1226

中島　秀雄068553

TEL 092-661-6614

マタケ造景（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２
福岡県福岡市東区下原２－１６－１〒813-0002

真武　弘延068554

TEL 092-821-4452

中村ガラス店 －4001有個

ガ１具１
福岡県福岡市早良区藤崎１－２４－１４〒814-0014

中村　光数068559

TEL 093-642-7217

（有）中尾総業 3,000 －4008無法

土１と１解１
福岡県北九州市八幡西区西鳴水２－２４－８〒806-0054

中尾　匠068566

TEL 093-581-5300

（株）なかやしき 50,000 －4008有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県北九州市小倉北区上到津２－３－９〒803-0845

中屋敷　善太郎068570

TEL 093-452-3462

（有）永田塗装工業 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区母原５６９－６〒803-0187

永田　淳068577

TEL 092-938-7771

（有）仲原製作所 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４－６－１６〒811-2315

住永　巌068579

TEL 093-481-3987

（有）ナップ長野舗装 40,000 －4008無法

土２舗２水２
福岡県北九州市門司区吉志２－１４－１４〒800-0114

長野　泰光068581
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TEL 0942-22-4903

中津工業所 －4002無個

板１
福岡県久留米市国分町１１２７－２〒839-0863

中津　福裕068582

TEL 0946-63-3715

（有）奈須組 5,000 －4006無法

大１
福岡県朝倉市杷木林田３２０〒838-1506

奈須　英臣068585

TEL 0942-33-4645

（有）中島工房 5,000 －4002無法

建１鋼１
福岡県久留米市梅満町３４７－５〒830-0048

中島　幸康068588

TEL 0946-63-3487

中山建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市杷木池田３４８〒838-1511

中山　宗男068600

TEL 092-943-6955

（株）中野建設 10,000 －4001有法

建１
福岡県古賀市今の庄２－２－１〒811-3117

中野　太一郎068609

TEL 0979-82-3711

（有）中井設備 3,000 －4005無法

土１管１舗１水１
福岡県豊前市大字大西１１０６－２〒828-0064

中井　和行068610

TEL 093-962-4003

中川工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－２１－１〒802-0821

中川　富行068617

TEL 093-471-0661

（有）ＴＧコーポレーション 3,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市小倉南区上吉田２－１８－２〒800-0201

五嶋　武夫068619

TEL 092-681-6948

（有）中尾工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区下原２－２２－１３〒813-0002

中尾　清弘068621

TEL 0948-42-6291

（有）中村工務店 10,000 －4010無法

土１管１水１
福岡県嘉麻市鴨生６６－３〒820-0206

中村　　子068623

TEL 092-862-3722

（有）鍋山造園土木 3,000 －4001有法

管１舗１園１水１
福岡県福岡市早良区野芥６－５２－２４〒814-0171

鍋山　周士068624

TEL 0940-62-1959

中ムラ建設（有） 5,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市池田３５３８－４〒811-3515

中村　隆春068629

TEL 092-589-3032

ナガノ電気（株） 40,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市博多区光丘町２－２－１８〒812-0874

宮本　崇068633
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TEL 093-475-4876

中井鉄筋工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉南区吉田２－１４〒800-0202

中井　厚史068637

TEL 093-692-8851

（有）大小塗装 5,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市八幡西区本城３－１－１〒807-0801

佐藤　和明068639

TEL 092-934-0231

仲島工業（有） 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１３９８－２〒811-2113

中島　浩二068647

TEL 092-942-2524

（有）中野工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市小竹８１９〒811-3135

中野　雅博068648

TEL 0942-78-4831

（有）中知建設 5,000 －4002無法

土１と１石１舗１水１
福岡県久留米市北野町稲数１６〒830-1126

中知　ふく美068649

TEL 092-936-7822

（株）中林安全硝子商事 10,000 －4001有法

ガ１具１
福岡県糟屋郡須恵町須恵字上原９７５－３〒811-2113

白水　正光068651

TEL 0942-27-0004

　林建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市荒木町今１４４－１〒830-0065

　林　義之068657

TEL 092-322-2459

（有）中下設備 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県糸島市前原北４－１６－６２〒819-1118

中下　晴仁068658

TEL 0942-64-3112

（有）中島鉄筋工業 5,000 －4002無法

筋１
福岡県久留米市三潴町玉満２２１７－２〒830-0112

中島　正豊068664

TEL 093-244-1482

（株）中島重設 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県中間市大字垣生字上大隈田１２９０－１〒809-0001

中島　洋人068665

TEL 093-641-2326

（株）中嶋板金工業 10,000 －4008無法

屋１板１
福岡県北九州市八幡西区陣原１－４－１１〒807-0821

荒木　孝元068673

TEL 093-541-6816

（有）中村工務店 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉北区富野台２－９〒802-0033

中村　美喜男068679

TEL 092-953-3215

（有）中野工業 3,000 －4011無法

筋１
福岡県那珂川市片縄北３－１０－１１〒811-1203

中野　好也068685
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TEL 092-933-0008

（株）長澤工務店 3,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１２０３－１〒811-2114

長澤　辰昭068686

TEL 0948-22-5357

（有）鯰田工務店 3,000 －4010無法

管１水１
福岡県飯塚市鯰田６６８〒820-0001

岡田　洋068688

TEL 093-621-0476

（有）中澤産業 5,000 －4008有法

塗１
福岡県北九州市八幡西区熊西２－３－１５〒806-0031

中澤　誠二郎068689

TEL 0949-42-0856

中村建設 －4004無個

土１建１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山１８３－１〒807-1312

中村　幸男068695

TEL 0946-22-8218

中西造園 －4006無個

園１
福岡県朝倉郡筑前町上高場１５５９－１〒838-0821

中西　省三068700

TEL 0946-22-3726

（有）中尾緑地建設 3,000 －4006有法

園１
福岡県朝倉市来春３９８〒838-0069

中尾　強068701

TEL 093-671-5859

（株）中柴工務店 50,000 －4008無法

土２建２と２鋼２塗２防２機１解２
福岡県北九州市八幡東区尾倉３－３－１０〒805-0059

中柴　崇068706

TEL 0930-22-2398

（株）中谷組 10,000 －4005無法

土１建１と１石１舗１し１水１解１
福岡県京都郡苅田町大字上片島１２９９－１〒800-0343

中谷　誠068711

TEL 092-931-8530

永渕電機（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡志免町別府北２－９－６〒811-2233

永渕　和則068714

TEL 0943-23-3049

永松建設 －4007無個

建１
福岡県八女市吉田１３８１〒834-0006

永松　伸一郎068971

TEL 093-641-7302

（株）中装 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区若葉１－５－１９〒806-0066

中柴　大輔068972

TEL 0940-33-3861

（株）永島建設 10,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市徳重１７５－２〒811-4164

永島　直昌068974

TEL 093-321-3753

永見電気商会 －4008無個

電１
福岡県北九州市門司区葛葉１－５－１７〒801-0808

永見　敏彦068985
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TEL 0942-33-4477

（株）永野建設 10,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市西町９１０－４〒830-0038

永野　秀孝068988

TEL 093-871-5852

真野組 －4008無個

タ１
福岡県北九州市戸畑区新池２－６－８〒804-0082

中津　幸男068989

TEL 092-623-0212

（株）ナイス 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２９５８－２〒811-2304

古澤　公夫068994

TEL 092-400-0830

（有）ナラザキ住設 3,000 －4001有法

管１水１
福岡県福岡市早良区四箇２－７－１１〒811-1103

八木　一成068995

TEL 092-621-9160

（株）大濱組 20,000 －4001無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県福岡市東区松島３－２３－４５〒813-0062

大濱　真実069003

TEL 0947-45-5426

小野組（有） 25,000 －4009無法

土１建２大１
福岡県田川市大黒町６－４６〒826-0025

小野　知子069007

TEL 0942-27-1524

大塚土木 －4002無個

土１と１管１舗１水１
福岡県久留米市大善寺南１－１０－１８〒830-0070

大塚　輝義069009

TEL 0948-72-0383

（株）大熊 10,000 －4010無法

土１と１舗１水１解１
福岡県飯塚市阿恵２０６〒820-0704

大熊　善子069018

TEL 0979-72-0014

（有）小出石組 3,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字土佐井３６４〒871-0921

小出石　繁幸069039

TEL 0948-23-1177

（株）大原組 40,000 －4010有法

土２と２解２
福岡県飯塚市柏の森９２－５〒820-0011

大原　卓士069044

TEL 092-841-1331

（有）小川宇仙堂 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区鳥飼６－８－２９〒814-0103

小川　龍嗣069063

TEL 0948-42-2812

（有）大山産業 10,000 －4010有法

土１と１し１水１解１
福岡県嘉麻市稲築才田８６－１〒820-0204

大山　喜貴069067

TEL 092-947-2329

小畑工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町和田２－１－１５〒811-2414

小畑　実069071
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TEL 0946-52-2800

（株）オークマ 20,000 －4006有法

土１建１屋１電２内１具１
福岡県朝倉市菱野１５４８〒838-1305

大隈　賢一郎069084

TEL 092-323-8888

西部住建 －4001無個

建１
福岡県糸島市大門１９１－１４〒819-1564

小形　強069092

TEL 093-741-3425

折尾建設工業（有） 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市若松区高須東２－１－４３〒808-0144

武本　英樹069095

TEL 0940-36-4591

（株）大竹フェンス商会 10,000 －4008有法

土１と１
福岡県宗像市日の里２－２０－５〒811-3425

力丸　要人069113

TEL 0946-22-7542

太田建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市菩提寺６９７－２〒838-0061

太田　秀昭069122

TEL 093-582-7971

大坪塗装工業（株） 20,000 －4008無法

塗２防２絶２
福岡県北九州市小倉北区板櫃町２１－１６〒803-0824

大坪　和貴069124

TEL 092-504-3142

（株）大熊建設 20,000 －4011有法

土１建２
福岡県大野城市大城３－３７－３〒816-0911

大熊　雅幸069131

TEL 0948-52-0417

（有）大塚給水工業 5,000 －4010無法

土１管１水１消１
福岡県嘉麻市上山田１６５２－１〒821-0012

大塚　博文069136

TEL 092-935-0098

（株）折居産業建設 10,000 －4001無法

土１建１と１管１水１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石３４８－２〒811-2221

折居　純一069149

TEL 092-922-6822

大庭建設（株） 25,000 －4011有法

土１建２と２舗１解２
福岡県太宰府市大字内山６５３－２〒818-0115

大庭　敬子069152

TEL 093-521-3611

（株）大森工業 22,000 －4008有法

土１と１解１
福岡県北九州市小倉北区砂津１－２－３２〒802-0014

森　秀樹069163

TEL 0944-58-4881

大里組 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字倉永３４３１－１〒837-0906

大里　重敏069171

TEL 0942-62-4689

緒方組 －4002無個

土１と１舗１し１水１
福岡県久留米市城島町楢津８２５－１〒830-0211

緒方　常喜069186
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TEL 0946-42-2416

（有）大沢地下工業 10,000 －4006無法

土１と１井１
福岡県朝倉郡筑前町中牟田４５１－１〒838-0226

大澤　保年069190

TEL 093-964-2458

おのこうむてん －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区大字志井２６４－７〒802-0985

小野　勝彦069206

TEL 0942-31-1378

オガワ機工（株） 20,010 －4002有法

機１
福岡県久留米市宮ノ陣町若松１－２０〒839-0804

伊藤　秀典069208

TEL 0943-42-2211

緒方組 －4007無個

土１
福岡県八女市黒木町笠原４４００〒834-1222

緒方　清実069226

TEL 093-332-6110

（株）小沢工務店 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区花月園２－２９〒801-0876

小澤　博明069227

TEL 093-881-5141

落合大雅堂 －4008無個

内１
福岡県北九州市戸畑区新池２－８－１４〒804-0082

落合　義彦069240

TEL 0949-26-0323

（有）おおぎ建設 10,000 －4004無法

土１と１舗１園１水１
福岡県直方市大字上頓野３４７４〒822-0003

安田　光雄069243

TEL 0947-62-2509

大場建設 －4009無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡赤村大字赤４１８９〒824-0431

大場　義久069244

TEL 0940-52-0083

小野産業（株） 20,500 －4008有法

土２と２水２解２
福岡県福津市宮司１－１０－３５〒811-3305

小野　一昭069247

TEL 0944-87-4082

大川管工事業（同） 10,000 －4003無法

土１と１管１舗１水１
福岡県大川市大字荻島３７５－３〒831-0027

龍　裕介069262

TEL 093-582-5539

大波板金工作所 －4008有個

屋１板１
福岡県北九州市小倉北区篠崎２－２０－１８〒803-0861

大波　豊治069267

TEL 093-601-8811

大林建設（株） 30,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県北九州市八幡西区則松５－１－１９〒807-0831

大林　圭哉069275

TEL 0944-55-6333

大牟田ガスリビング（株） 25,000 －4003有法

土１建１管１
福岡県大牟田市泉町４－５〒836-0831

松田　吉景069290
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TEL 0943-54-3676

大石建設 －4007無個

建１
福岡県八女市上陽町上横山３３７８－１〒834-1101

大石　登069292

TEL 093-961-2834

（有）音羽工務店 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－４－２７〒802-0821

音羽　大介069293

TEL 093-931-4705

（株）小野材木 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区若園３－２－１７〒802-0816

小野　孝司069302

TEL 0948-22-2318

（株）大谷防水塗装 10,000 －4010無法

建１塗１防１
福岡県飯塚市片島３－１３－２１〒820-0068

石橋　誠也069303

TEL 092-942-3251

（株）荻原工務店 27,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県古賀市川原１００５－１〒811-3132

荻原　耕一郎069312

TEL 0942-26-0661

オーサム設備（有） 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市安武町武島３９２７－２〒830-0071

西尾　幸士069314

TEL 092-935-2758

（株）大川内組 10,000 －4001無法

土１建１左１と１石１舗１
福岡県糟屋郡志免町別府東２－６－４〒811-2231

大川内　良臣069316

TEL 0948-23-7833

（有）大谷産業 5,000 －4010有法

土１
福岡県飯塚市津原１２８５－１〒829-0086

大谷　正明069318

TEL 092-937-0636

小田工業対馬会 －4001無個

左１
福岡県福岡市博多区大字金隈９０７－１５〒816-0063

小田　泉志069328

TEL 092-451-0050

小田建設（株） 5,000 －4001無法

土１舗１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－７－３５〒812-0011

小田　龍一069331

TEL 09202-7-2668

岡　建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩師吉１０１６－３〒819-1314

岡　　洋二069341

TEL 092-606-9381

オダギリ（株） 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区塩浜１－１０－１２－１０３〒811-0203

加藤　明069343

TEL 092-926-3465

（有）鬼木工業 3,000 －4011無法

土１と１舗１解１
福岡県筑紫野市大字天山字学入３９０－７〒818-0012

鬼木　一秀069344
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TEL 092-585-4052

小野タイル工業（株） 10,000 －4011無法

石１タ１
福岡県春日市白水ヶ丘４－１０〒816-0845

小野　金久069345

TEL 092-629-8808

扇技研（株） 20,000 －4001無法

建２大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗２防２内１絶１具１解１
福岡県福岡市博多区吉塚４－３－３７〒812-0041

山口　良太069352

TEL 0943-23-4205

（株）オガタストーン 10,000 －4007有法

石１タ１
福岡県八女市室岡１２９７－３〒834-0066

緒方　康幸069355

TEL 092-572-6111

オサ（株） 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市南区日佐４－３－１〒811-1313

藤　正行069356

TEL 092-928-4378

（株）オークス 10,000 －4011有法

建１大１タ１内１
福岡県太宰府市朱雀６－５－１３〒818-0103

栗山　徳雄069357

TEL 0942-53-2151

（株）大藪組 50,000 －4007有法

土２建２と２舗２防２内２水２解２
福岡県筑後市長浜２０４３－１〒833-0005

小川　海志郎069358

TEL 0940-42-0371

（有）落石設備 5,000 －4008無法

管１水１
福岡県福津市光陽台４－８－１６〒800-3223

落石　和子069359

TEL 093-613-5255

岡松住設 －4008無個

管１
福岡県北九州市八幡西区町上津役東１－６－１８〒807-0073

岡松　伸一郎069373

TEL 092-566-0842

（有）印口繁工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区柏原１－４３－１３〒811-1353

印口　繁069381

TEL 093-293-2667

大益建興（株） 40,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎４２８－１〒811-4342

種子尾　浩次郎069384

TEL 093-622-1119

（有）尾倉防災 3,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市八幡西区引野２－８－２９〒806-0067

勝井　俊行069390

TEL 093-613-3804

（有）岡野造園土木 25,000 －4008有法

土１と１石１舗１し１園２水１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町２－１３－３８〒807-0845

岡野　政勝069391

TEL 0942-47-2198

大場建設 －4002有個

建１
福岡県久留米市善導寺町飯田１１１－１〒839-0824

大場　重幸069395
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TEL 0944-53-0141

（有）大津工業 30,000 －4003無法

土１建１と１石１舗１水１
福岡県大牟田市大字三池２９３－２〒837-0921

大津　泰也069399

TEL 0944-51-7716

（有）大石工業 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市岬町６－６〒836-0037

大石　俊二069402

TEL 092-327-4025

越智建設工業（株） 10,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県糸島市志摩桜井５７７２〒819-1304

越智　秀生069414

TEL 092-923-4463

（有）緒方建設 20,000 －4011有法

建２
福岡県太宰府市梅香苑１－１８－２〒818-0124

緒方　春喜069417

TEL 093-662-5550

（有）緒方建設 3,000 －4008無法

建１と１屋１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡東区帆柱２－４－１〒805-0056

緒方　美知行069418

TEL 0930-32-3775

大平建設 －4005無個

土１と１石１管１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田１６８８－１〒824-0822

大平　英明069425

TEL 0947-44-9058

大井鉄筋工業 －4009無個

筋１
福岡県田川市大字川宮１２３〒826-0042

大井　俊尚069429

TEL 0947-45-9773

（有）奥産業 5,000 －4009有法

土１建１園１
福岡県田川郡川崎町大字池尻６１５〒826-0002

奥　俊英069441

TEL 0940-42-4654

大坪建設（株） 10,000 －4008無法

建１大１と１筋１内１
福岡県福津市高平１２－４〒811-3227

大坪　國　069447

TEL 093-201-7567

（有）遠賀防災 3,000 －4008無法

消１
福岡県遠賀郡水巻町吉田西４－１３－１１〒807-0042

中山　肇069448

TEL 093-222-0755

大宝産業 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿１１７１－３〒807-0141

大庭　賢太郎069451

TEL 093-741-6816

荻迫緑化 －4008無個

土１と１石１園１
福岡県北九州市若松区高須西２－６－１７〒808-0146

荻迫　盛夫069454

TEL 092-962-1818

（株）桶島建設 30,000 －4001有法

土１建１と１解１
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜１－９－３３〒811-0119

香川　晃069457
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TEL 0943-24-5588

（株）大藪建設 15,000 －4007無法

土１建１と１舗１水１
福岡県八女市馬場３４３－１〒834-0023

大藪　明宏069477

TEL 0942-32-3535

（株）久留米電気商会 10,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市小頭町５－１〒830-0045

稲益　大介069483

TEL 0948-22-5709

（有）小川土木工業 33,000 －4010無法

土２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県飯塚市大日寺１５３４－７０〒820-0046

小川　和男069486

TEL 093-201-7318

大野建装（有） 3,000 －4008無法

塗１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊５－６－２８〒807-0001

大野　幹雄069491

TEL 092-595-0297

小野建設 －4011無個

土１建１
福岡県春日市松ケ丘２－７７〒816-0843

小野　勇069502

TEL 0947-42-6543

（株）大場組 30,000 －4009有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県田川市大字伊田３５３５－１〒825-0002

大場　拓郎069511

TEL 0947-28-5981

（株）太建 28,500 －4009無法

土１建１と１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川郡福智町赤池５２１－４７〒822-1101

太田　暢哉069512

TEL 093-771-9255

岡崎造園（有） 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１園１水１解１
福岡県北九州市若松区小石本村町２－１〒808-0001

岡崎　忠夫069513

TEL 0942-21-7429

（有）小川板金 5,000 －4002無法

板１
福岡県久留米市国分町１４３９〒839-0863

小川　直之069529

TEL 092-324-2039

（有）大塚設備 10,000 －4001無法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県糸島市飯原１９０１〒819-1152

大塚　憲昭069531

TEL 092-804-1686

岡村組 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市早良区早良４－３３－２５〒811-1122

岡村　大道069542

TEL 093-472-7811

（有）大島組 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区下貫１－３－１０〒800-0236

大島　利博069544

TEL 092-751-6913

（株）岡部建築社 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区舞鶴２－３－２２〒810-0073

岡部　裕二069545
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TEL 092-935-1157

（有）大川工業 3,000 －4001無法

土１管１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１７１－７５〒811-2221

大川　正夫069547

TEL 0930-23-8054

（有）緒方造園開発 3,000 －4005無法

土１と１園１解１
福岡県行橋市行事１－２２－５２〒824-0001

緒方　孝一069554

TEL 0948-23-2177

（有）小田組 3,000 －4010無法

土１舗１
福岡県飯塚市鯰田１３２１－１〒820-0001

小田　耕史069556

TEL 092-952-5918

（株）大隅工業 10,000 －4011無法

土１と１筋１
福岡県那珂川市大字上梶原８７６－３７〒811-1223

中久保　真介069558

TEL 092-521-1938

（株）屋幸 25,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区白金１－１６－２６〒810-0012

松岡　秀徳069559

TEL 092-804-6147

早良電業 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区大字脇山２７３５－３〒811-1111

大鶴　美規夫069565

TEL 0944-87-3371

（有）岡設備工業 3,000 －4003無法

土１管１水１
福岡県大川市大字幡保２７９－４〒831-0033

岡　雄二069567

TEL 093-691-1628

（有）小田原産業 5,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区本城東５－２－５〒807-0816

金子　寛文069569

TEL 0944-55-5067

（株）オクゾノ 30,000 －4003無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県大牟田市大字白川５４４〒837-0925

奥園　祐司069572

TEL 092-327-3176

小城工業（有） 3,000 －4001有法

鋼１
福岡県糸島市志摩西貝塚６２９－１〒819-1325

本村　辰夫069577

TEL 093-871-1358

（有）大畑 5,000 －4008無法

土１建１と１舗１解１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－８－９〒804-0031

米田　健二069579

TEL 093-631-7890

（株）オオバ 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水１－１０－２８〒806-0051

大庭　博志069582

TEL 0944-32-2565

（有）大木装美 5,000 －4003無法

建１内１
福岡県三潴郡大木町大字上八院１７５９－２０〒830-0417

江崎　義彦069583
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TEL 092-408-6849

（有）岡工業 3,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市南区桧原２－１９－２８〒811-1355

岡　伸介069587

TEL 0944-62-5590

大渕組 －4003無個

土１管１舗１園１水１
福岡県みやま市瀬高町広瀬３４－４〒835-0001

大渕　邦彦069590

TEL 0947-28-2834

太田住建 －4009無個

建１
福岡県田川郡福智町上野６５９－１〒822-1102

太田　孝信069591

TEL 092-934-2959

（有）大庭建設 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県糟屋郡宇美町宇美２－１５－１０〒811-2101

大庭　健次069592

TEL 0948-24-5577

（有）大野工業 3,000 －4010有法

建１鋼１
福岡県飯塚市上三緒１－５５〒820-0013

大野　貴志069600

TEL 0943-22-5612

すまい創琳 －4007無個

土１建１大１と１屋１管１鋼１舗１塗１防１内１消１解１
福岡県八女市蒲原１６０３〒834-0064

大坪　博通069603

TEL 0930-25-0962

大池鉄工 －4005有個

土１建１と１舗１
福岡県行橋市東泉２－１５－７〒824-0035

大池　敏069611

TEL 0940-42-0356

（有）太田電気工業 10,000 －4008無法

電１
福岡県福津市花見が浜３－６－１〒811-3216

太田　幸美069613

TEL 093-452-3517

（有）おおすみ工業 5,000 －4008有法

土１建１と１石１舗１し１塗１園１水１
福岡県北九州市小倉南区合馬５３７〒803-0261

大隅　秀行069618

TEL 0949-32-8163

大岡設備 －4004無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県宮若市上大隈４５０－６２〒823-0005

大岡　高士069619

TEL 093-962-7546

（有）小川建設工業 3,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－３－８〒802-0821

小川　良太069627

TEL 092-581-4060

鬼木組 －4011無個

電１
福岡県春日市宝町２－２６〒816-0807

鬼木　萬年069630

TEL 092-847-7517

（有）小戸工業 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市早良区小田部７－１９－１８－６０７〒814-0032

二木　秀樹069637
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TEL 093-741-0648

（株）オーエヌグループ 20,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２園２水２解２
福岡県北九州市若松区大字竹並３０３７〒808-0121

大山　博志069639

TEL 093-246-2414

（有）大野工業 3,000 －4008無法

左１
福岡県中間市桜台１－１５－２３〒809-0017

大野　建司069646

TEL 092-804-2679

大鶴建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区脇山２－９－７〒811-1111

大鶴　和也069659

TEL 0949-26-0575

（有）奥畑造園建設 3,000 －4004無法

土１園１
福岡県直方市大字上頓野４１１３〒822-0003

奥畑　稔069662

TEL 093-963-3241

（有）小田原工務店 3,000 －4008無法

建１大１と１
福岡県北九州市小倉南区星和台１－１０－１７〒802-0973

小田原　栄造069663

TEL 092-281-0750

（株）オオモリ総建 100,000 －4001無法

建２大２内２
福岡県福岡市博多区店屋町８－３０〒812-0025

西原　孝四郎069666

TEL 092-591-2167

大冨塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市南区弥永２－３１－１６〒811-1323

大冨　淳司069670

TEL 0943-54-2326

大坪建築（株） 24,000 －4007無法

土２建２と２石２舗２水２解２
福岡県八女市上陽町上横山１３６８〒834-1101

大坪　陽一069673

TEL 0948-22-2504

（株）オンザ 10,000 －4010有法

建１左１タ１防１
福岡県飯塚市枝国４０２〒820-0081

遠座　康弘069676

TEL 093-661-1233

（株）福岡インテック 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡東区西本町１－８－１〒805-0061

武藤　誠二069679

TEL 0942-43-5565

（有）オーム電工 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市高良内町３１５５－１４〒839-0852

池田　晴雄069681

TEL 092-891-1109

（株）尾山組 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区内浜２－３２－１９〒819-0005

尾山　シヅカ069683

TEL 092-831-1717

乙藤装建（株） 10,000 －4001有法

建１大１塗１防１内１
福岡県福岡市早良区小田部１－１２－１２〒814-0032

乙藤　計造069686
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TEL 0940-42-1838

小田瓦工事店 －4008無個

屋１
福岡県福津市八並８４５－５〒811-3201

小田　朋幸069690

TEL 092-932-6788

（有）小野工務店 3,000 －4001無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵９２９－１〒811-2114

小野　浩069691

TEL 093-471-1471

（株）小田組 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区葛原元町１－１３－２４〒800-0254

小田　征二069692

TEL 092-572-4566

（株）ＺＥＲＯ 10,000 －4001無法

建１と１タ１塗１防１
福岡県福岡市南区日佐５－１２－８〒811-1313

大石　雅子069696

TEL 0944-62-2996

（有）大久保設備工業 8,000 －4003有法

管１水１
福岡県みやま市瀬高町大草１４８７－９〒835-0005

大久保　公明069703

TEL 0944-72-3474

（有）大橋電気商会 7,000 －4003無法

電１消１
福岡県柳川市三橋町柳河１００９－１〒832-0806

大橋　正明069706

TEL 0944-54-2244

（有）奥薗建設 3,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市大字唐船２４７〒836-0003

奥薗　悌069708

TEL 0943-23-3496

夢ハウスオオクマ －4007無個

建１
福岡県八女市豊福９４０－２〒834-0016

大隈　政己069709

TEL 093-391-9349

（有）岡本建具店 3,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市門司区小森江２－１－５〒800-0007

芝田　寛仁069716

TEL 092-575-6705

（株）オブ 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区高木２－２３－８〒815-0004

太田　孝治069717

TEL 0944-86-6831

緒方造園土木 －4003無個

園１
福岡県大川市大字諸富３〒831-0003

緒方　光則069725

TEL 0930-32-2493

小田工務店 －4005無個

建１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田１６２１－１〒824-0822

小田　廣徳069728

TEL 0944-86-4670

（有）岡インテリア工業 10,000 －4003無法

内１
福岡県大川市大字鐘ケ江６９４〒831-0008

岡　吉穗069731
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TEL 0942-32-2096

（有）緒方板金 6,000 －4002無法

板１
福岡県久留米市野中町７２８〒839-0862

緒方　徹069732

TEL 0979-82-3383

奥村建設 －4005有個

建１
福岡県豊前市久路土１０９４－１〒828-0048

奥村　秀光069739

TEL 0947-22-6925

（有）大井工業 5,000 －4009無法

土１と１
福岡県田川郡福智町金田１３２９－９〒822-1201

大井　浩規069743

TEL 0944-86-4582

（株）大岡組 33,000 －4003有法

土２建２と２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県大川市大字三丸３３９－３〒831-0026

岡　洋介069748

TEL 0946-22-9238

（有）小川建装 3,000 －4006無法

内１
福岡県朝倉郡筑前町高田２５７２－３〒838-0814

山本　真雄069753

TEL 0942-65-1723

（有）緒方工業 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市三潴町西牟田６４６６－５〒830-0111

緒方　直資069755

TEL 092-806-4926

小山田建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区大字田尻２４２１－１〒819-0383

小山田　憲男069756

TEL 0979-24-9063

（有）尾田建設 3,000 －4005無法

土１建１と１
福岡県築上郡吉富町大字広津９８４－１〒871-0811

尾田　幸徳069757

TEL 0930-22-0106

（有）オーエスプロミング 3,000 －4005無法

土１管１
福岡県行橋市大字金屋４５６－４〒824-0004

奥畑　千春069760

TEL 093-617-6889

（株）沖建設 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区香月西２－１２－１８〒807-1103

沖　勝彦069762

TEL 0947-45-7518

（有）尾﨑組 3,000 －4009無法

土１と１水１
福岡県田川市大字夏吉２８４〒825-0004

黒瀬　恭子069767

TEL 092-281-3755

岡城産業（株） 90,000 －4001有法

塗１機１
福岡県福岡市博多区大博町８－５〒812-0033

岡原　利就069773

TEL 092-411-2831

オデムネット（株） 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区東比恵３－１５－２７〒812-0007

矢野　裕仁069776



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

393頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-541-5637

（有）小野原建具製作所 3,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市城南区樋井川３－１６－２〒814-0153

小野原　三幸069780

TEL 0942-26-7972

（有）大久保工務店 3,000 －4002無法

土１建１と１舗１水１
福岡県久留米市安武町武島１９０９〒830-0071

大久保　幸司069782

TEL 092-804-1306

（有）大内興業 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区脇山２－１１－４８〒811-1111

大内　強一069785

TEL 092-606-3235

（有）太田材木店 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区和白３－２６－６〒811-0202

太田　孝弘069786

TEL 0947-42-6105

大井物産（株） 10,000 －4009有法

内１
福岡県田川市大字糒２０９９－１〒825-0005

井上　拓弥069788

TEL 0948-29-3548

（有）大川産業 5,000 －4010有法

土１
福岡県飯塚市幸袋３８８〒820-0066

大川　亜紀069793

TEL 0942-75-0637

（有）隠塚庭園 8,000 －4002無法

園１
福岡県小郡市力武２５５－４５〒838-0116

隠塚　信敏069805

TEL 093-932-3505

オーアイエンジ（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県北九州市小倉北区熊本１－９－１〒802-0044

大見　秀慶069810

TEL 0949-32-4646

（有）大森工業 3,000 －4004無法

土１と１管１鋼１機１水１
福岡県宮若市龍徳１７６２－１〒823-0001

大森　辰雄069812

TEL 092-807-4285

（有）大野工務店 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市西区横浜１－１８－２２〒819-0166

大野　英一069813

TEL 092-925-8824

（有）大畑鉄筋工業 3,000 －4011無法

筋１
福岡県太宰府市大佐野５９９〒818-0134

大畑　貴史069814

TEL 092-861-2161

（有）大石建板 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市早良区田隈１－３０－１２〒814-0174

大石　康明069815

TEL 0949-42-2060

大山土木（株） 40,000 －4004無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２６０３－１〒807-1305

大山　慶一069819
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TEL 093-293-3110

（有）遠賀土木 3,000 －4008無法

土１
福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府６１５－２〒811-4332

有富　政則069824

TEL 093-391-4408

大井電気（有） 5,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市門司区下馬寄１５－１〒800-0051

大井　博隆069827

TEL 092-822-8629

大瀬電設 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区百道３－６－７〒814-0006

大瀬　幸彦069830

TEL 092-552-7383

（株）オバタインテリァ 10,000 －4001無法

塗１内１
福岡県福岡市南区若久３－６－５〒815-0042

小幡　正則069832

TEL 0930-22-2499

（株）奥村商会 10,000 －4005有法

管１
福岡県行橋市大字道場寺１４３２－１〒824-0026

奥村　美佐樹069833

TEL 0948-22-1703

（株）小山産業 40,000 －4010無法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県飯塚市川津８１－１〒820-0067

小山　寛069835

TEL 093-962-1872

（有）小野工務店 3,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市小倉南区石田南２－９－６〒802-0836

小野　直人069836

TEL 0947-22-4909

大石工務店 －4009有個

土１建１
福岡県田川郡福智町伊方３２８６－１〒822-1211

大石　弘志069837

TEL 0942-44-3170

大楠設備 －4002無個

管１
福岡県久留米市山川追分１－９－４０〒839-0814

大楠　敏晴069844

TEL 0942-27-6624

（株）オージーエイ 10,000 －4002無法

土１建１電１管１鋼１機１通１水１消１
福岡県久留米市長門石１－３７４－４〒830-0027

大賀　光宏069846

TEL 092-572-2529

ショーホームデザイン企画 －4011無個

建１
福岡県春日市下白水南４－１１１〒816-0846

大浦　賞三069848

TEL 093-451-0667

（有）岡工業 5,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区長尾４－３２－４〒803-0274

岡　多佐一069852

TEL 092-612-0674

（株）クリエイト 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区多の津４－４－１２〒813-0034

坂梨　章069870
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TEL 0948-82-2830

大栄保安工業 －4010無個

土１と１舗１水１
福岡県飯塚市有安２５６－２〒820-0111

大庭　英治069871

TEL 092-932-1782

（株）音成組 31,500 －4001無法

土２と１石２管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県糟屋郡宇美町桜原３－１６－３〒811-2109

音成　光広069872

TEL 093-581-7678

（有）奥村工務店 3,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市小倉北区熊谷１－２５－２６〒803-0864

奥村　信夫069874

TEL 0944-56-0383

三大建設 －4003無個

土１
福岡県大牟田市大字今山１５４０〒837-0922

大隅　勝彦069877

TEL 0949-26-4883

（有）大塚アルミ産業 10,000 －4004無法

具１
福岡県直方市大字頓野８２９－１〒822-0002

大塚　一正069878

TEL 092-322-7446

岡部建築 －4001無個

建１
福岡県糸島市大門１６５－５〒819-1564

岡部　俊次069886

TEL 0946-42-4773

小幡建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉郡筑前町松延６３０－３０〒838-0224

小幡　敏治069887

TEL 093-881-5891

大津電工 －4008無個

と１
福岡県北九州市戸畑区浅生３－７－３－３０９〒804-0062

大津　耐子069890

TEL 092-865-3070

（株）大慶ビルド 10,000 －4001有法

土１建１管１水１
福岡県福岡市早良区野芥６－５１－３５〒814-0171

大熊　憲隆069893

TEL 0944-52-3084

（有）尾﨑建設 10,000 －4003無法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県大牟田市大字勝立４７６〒836-0886

尾﨑　佑一郎069897

TEL 0948-83-7295

（有）大田組 5,000 －4010無法

土１と１舗１解１
福岡県嘉麻市上西郷１５２７－１〒820-0306

大田　利美069906

TEL 092-804-6616

（株）オガタ 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区大字曲渕１４－５〒811-1133

緒方　利博069909

TEL 092-707-5228

（有）岡部工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区小戸４－２－７〒819-0001

岡部　善弘069915
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TEL 092-551-2725

大森試錐工業（株） 10,000 －4001無法

井１
福岡県福岡市南区大橋３－１３－５９〒815-0033

大森　幹夫069926

TEL 0948-52-0247

（有）大田建設 5,000 －4010無法

土１建１と１
福岡県嘉麻市上山田４０７〒821-0012

大田　雄介069927

TEL 093-923-3467

大場工務店 －4008有個

建１
福岡県北九州市小倉南区北方３－４７－６〒802-0841

大場　清一069928

TEL 0944-51-8544

（有）オカサン建築 3,000 －4003無法

建１内１
福岡県大牟田市大字今山２２７１－１〒837-0922

岡　孝一069930

TEL 092-566-6694

（株）隠塚旭翆園 10,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市南区桧原６－１２－６〒811-1355

林　俊幸069931

TEL 0946-62-0455

（有）小川電機設備 3,000 －4006無法

土１電１管１通１水１消１解１
福岡県朝倉市杷木池田６６３－６〒838-1511

小川　俊和069932

TEL 092-691-7696

（株）大高工務店 30,000 －4001無法

建２大２左２と２屋２タ２鋼２筋２塗２防２内２具２解２
福岡県福岡市東区土井２－２－２２〒813-0032

田中　道佳069933

TEL 0942-34-7608

（有）岡組 3,000 －4002無法

土１舗１水１
福岡県久留米市西町１０４４－１２〒830-0038

岡　由美子069937

TEL 092-566-4080

奥村内装業 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区花畑２－７－３２〒811-1356

奥村　功069940

TEL 092-935-6298

（有）岡本建設工業 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県糟屋郡志免町大字吉原５１０－２〒811-2208

岡本　正俊069942

TEL 0944-32-1636

大塚建設 －4003無個

建１
福岡県三潴郡大木町大字絵下古賀４５４〒830-0415

大塚　公晴069943

TEL 093-201-2299

（有）大石技建 3,000 －4008無法

建１大１左１と１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県遠賀郡水巻町吉田東２－５－３〒807-0045

大石　晃069946

TEL 093-691-1369

（株）国広建設 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区美吉野町４－３０〒807-0865

小坂　幸二070002
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TEL 0947-45-5886

蔵内興産（有） 3,000 －4009無法

土１と１塗１解１
福岡県田川市白鳥町２１２８－１０〒825-0003

大場　秀隆070004

TEL 093-751-5700

九州テクノス（株） 20,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市若松区大字安瀬１ー２７〒808-0022

秋吉　隆之070007

TEL 093-603-6164

（有）倉光設備 3,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市八幡西区友田１－１０－３６〒807-0828

倉光　伸一070019

TEL 093-622-4124

光電工（株） 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市八幡西区小鷺田町２－９〒806-0056

淵脇　和吉070026

TEL 0948-57-3606

（株）久保山産業 5,000 －4010無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県嘉麻市牛隈７４３〒820-0301

久保山　　嗣070027

TEL 093-341-2753

（株）アスパ 10,000 －4008無法

土１電１管１舗１水１
福岡県北九州市門司区黒川西３－１０－１１〒801-0825

山内　治070030

TEL 0944-55-3351

桑原工業（株） 3,000 －4003有法

管１機１
福岡県大牟田市大字手鎌１８４５－３〒836-0004

桑原　敬070044

TEL 093-452-1142

（株）黒木建設 10,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市小倉南区大字母原７４５－１〒803-0187

黒木　靖孝070045

TEL 0948-92-0648

（有）黒土組 10,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市佐與１３８４〒820-1113

藤嶋　剛070046

TEL 093-662-3201

（株）グリーンニッポ 10,000 －4008有法

土１園１解１
福岡県北九州市八幡東区山王３－１４－２８〒805-0017

塚本　知博070050

TEL 092-441-8254

（有）日下部工務店 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－１９－１〒812-0896

日下部　浩070053

TEL 0940-36-6969

（株）グリーン企画 20,000 －4008有法

建２園２
福岡県宗像市曲１２４５－５〒811-3413

藤原　誠070057

TEL 092-952-3089

日下部住宅 －4011無個

建１内１
福岡県那珂川市大字上梶原１００８－７９〒811-1223

日下部　茂070061
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TEL 093-651-0511

（株）クワハラ 30,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市八幡東区清田１－７－１１〒805-0034

桑原　正喜070066

TEL 0944-22-6327

久保田電設 －4003無個

電１
福岡県みやま市高田町永治７１４－２〒839-0202

久保田　信次070067

TEL 093-571-7373

（株）国スペース 10,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区原町１－１－１９〒803-0815

本郷　義昭070075

TEL 09496-2-2533

（有）久保組 5,000 －4010無法

土１大１と１鋼１筋１
福岡県飯塚市鹿毛馬８６９－１２〒820-1112

久保　裕美子070076

TEL 093-383-9833

（株）成斗 20,000 －4008無法

土２と２舗２解２
福岡県北九州市小倉北区紺屋町８－１－１００２〒802-0081

中村　成志070086

TEL 0948-23-0890

（株）クボイ 10,000 －4010有法

土１建１と１舗１園１水１解１
福岡県飯塚市鯰田２４２５－１４５〒820-0001

久保井　英樹070091

TEL 0946-52-3639

（有）熊谷建設 10,000 －4006有法

建１
福岡県朝倉市古毛１４９８〒838-1307

熊谷　善行070096

TEL 092-938-2708

（株）倉田 14,000 －4001有法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東２－１３－１〒811-2317

倉田　省三070101

TEL 0944-76-0832

黒田工業 －4003無個

土１と１
福岡県柳川市大和町皿垣開１１９－３〒839-0261

黒田　朋来070103

TEL 0946-22-6442

（株）窪田造園 30,000 －4006無法

土１園１
福岡県朝倉市板屋９３１〒838-0027

窪田　和俊070105

TEL 09434-2-0185

（株）黒木建設 38,000 －4007無法

土１建２と１舗１水１解１
福岡県八女市黒木町本分１３６０－１〒834-1213

服部　伸文070106

TEL 0948-23-0908

（株）司綜合建設 10,000 －4010無法

土１と１
福岡県飯塚市相田２５９〒820-0052

空閑　司070110

TEL 0930-22-0777

（株）北翁 25,000 －4005無法

土２建２大２と２石２管１鋼２筋２舗２し２塗２水２解２
福岡県行橋市大字稲童６２８〒824-0022

倉本　清隆070118
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TEL 092-471-1192

（株）ビルディングＤｒ． 50,000 －4001有法

建２と２屋２タ２鋼２塗２防２内２解２
福岡県福岡市博多区博多駅前１－２４－９〒812-0011

黒木　雄太070124

TEL 092-881-0687

クサバ工業（株） 10,000 －4001無法

建１塗１防１
福岡県福岡市西区姪の浜１－１２－８〒819-0002

草場　芳里070132

TEL 093-922-7631

草野工業（株） 16,000 －4008有法

塗１防１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘１－５－１１〒802-0052

早田　光夫070134

TEL 0948-21-1131

黒田塗装 －4010無個

塗１
福岡県飯塚市潤野９３３－３１０〒820-0021

黒田　辰幸070137

TEL 092-861-7126

（有）桑野組 20,000 －4001無法

建２大２タ２鋼２塗２防２内２具２
福岡県福岡市早良区干隈４－２０－９〒814-0163

　野　浩一070138

TEL 093-371-5507

窪田工業（有） 10,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県北九州市門司区城山町５－１９〒800-0013

窪田　博子070142

TEL 092-562-5678

国広工業（株） 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市南区皿山１－８－５〒811-1365

長尾　義弘070144

TEL 092-526-5820

（株）クワノ建設 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区高宮１－５－８－４０２〒815-0083

桑野　京二070147

TEL 0946-52-0240

（株）久保組 30,000 －4006無法

土２と２舗２水２解２
福岡県朝倉市長渕７２５－１〒838-1314

田中　トシヱ070149

TEL 093-651-1377

黒田工業 －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡東区荒生田１－４－４－６０３〒805-0015

黒田　豊070150

TEL 092-952-2344

日下部工務店 －4011有個

建１
福岡県那珂川市下梶原１－１０－３６〒811-1222

日下部　保070151

TEL 092-285-4340

グローバルアーク（株） 50,000 －4001有法

建１内１具１
福岡県福岡市西区小戸４－１５１４－１６〒819-0001

石橋　晋平070162

TEL 093-951-8660

西部ガスリアルライフ北九州（株） 60,000 －4008有法

土１建１管１水１
福岡県北九州市小倉北区貴船町２－４〒802-0073

笠置　幸則070168
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TEL 0930-33-5534

三栄建設 －4005無個

土１と１舗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町徳永２６４７－１〒824-0101

葛島　満070171

TEL 0949-32-0534

（有）郡司島畳店 5,000 －4004無法

内１
福岡県宮若市鶴田１７９４－１１７〒823-0002

郡司島　一行070174

TEL 0946-21-0226

（有）熊谷電気 3,900 －4006無法

建１大１左１と１石１屋１電１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県朝倉郡筑前町山隈１４３５－３〒838-0823

熊谷　豪070183

TEL 0942-21-7732

（株）久留米鉄工 20,000 －4002無法

建２鋼２
福岡県久留米市上津町２２３７〒830-0052

野田　博文070184

TEL 0943-42-2683

倉員道路工業 －4007有個

と１
福岡県八女市黒木町田本６７〒834-1214

倉員　政文070188

TEL 093-618-0506

（有）草村建設 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方２－３－２６〒807-1141

草村　英俊070191

TEL 0942-43-1629

（株）大久保建設 20,000 －4002無法

土２建１と２石２管２鋼２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県久留米市御井町２４３６－７〒839-0851

大久保　周礎070193

TEL 092-871-6801

伸建設 －4001無個

と１
福岡県福岡市城南区南片江１－５－９〒814-0143

久保田　伸生070198

TEL 0949-42-6050

（有）栗田製作所 9,000 －4004無法

建１鋼１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２９３３－１〒807-1312

栗田　辰也070203

TEL 093-651-5261

くろがね工業（株） 88,320 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡東区高見３－５－６〒805-0016

上段　逸男070205

TEL 092-933-4837

（有）楠田建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳４－６－３０〒811-2127

楠田　輝彦070207

TEL 093-561-2511

（株）鎚絵 10,000 －4008有法

建１と１石１鋼１板１内１
福岡県北九州市小倉北区東港１－１－２１〒803-0802

藤波　耕司070219

TEL 093-222-0569

浩然園 －4008無個

園１
福岡県遠賀郡芦屋町江川台１０－１７〒807-0142

倉本　信吾070221
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TEL 093-761-7980

黒川重機 －4008無個

と１
福岡県北九州市若松区深町１－３－２８〒808-0012

黒川　善孝070228

TEL 093-614-5455

工藤設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町２－１５－２１〒807-0845

工藤　順二070238

TEL 0942-35-2811

（株）久留米庭苑 30,000 －4002無法

土１と１園１水１
福岡県久留米市津福本町９６７－２〒830-0047

髙畑　政義070245

TEL 093-691-3444

（有）くきなみ建設 3,000 －4008無法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区則松東２－１－１８〒807-0837

渡邉　茂070247

TEL 0948-92-0521

（株）久保薗組 40,000 －4010有法

土１建２解１
福岡県飯塚市勢田１２６７〒820-1111

久保薗　ゑみ子070252

TEL 093-293-0975

（有）久留島工業 3,000 －4008無法

建１鋼１
福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津１６５６－３〒811-4321

久留島　健太郎070258

TEL 092-514-0211

（有）グリーンネツトワーク 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区東月隈３－３－９〒812-0854

東原　晃一郎070259

TEL 093-871-6265

（有）クレビス 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市戸畑区新池３－４－３〒804-0082

勝田　須美枝070263

TEL 0940-42-1177

大倉造園土木 －4008無個

土１園１
福岡県福津市八並２５７〒811-3201

倉富　正三郎070264

TEL 0944-55-0337

（有）隈部建設 3,000 －4003有法

建１管１
福岡県大牟田市上官町３－１５０〒836-0866

隈部　重光070265

TEL 0942-21-2868

（株）クリハラ 10,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市国分町１９７６－１〒839-0863

栗原　武治070274

TEL 0942-47-2770

久留米アスコン（株） 30,000 －4002有法

土２と２舗２水２
福岡県久留米市善導寺町木塚２９４－１〒839-0822

小田澤　淳070277

TEL 092-881-2473

（有）久保田建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区生の松原４－２１－１０〒819-0055

久保田　陸生070278
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TEL 092-939-2258

（有）熊井工業 5,000 －4001無法

左１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西３－２－２〒811-2316

熊井　雅彦070285

TEL 093-751-9682

（有）久留主溶接工業所 5,800 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県北九州市若松区浜町２－４－２１〒808-0024

久留主　孝070292

TEL 092-882-7271

くはら電子サービス（株） 10,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市西区石丸４－４－３４〒819-0025

久原　好道070298

TEL 092-501-2481

（有）熊谷工務店 3,000 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県春日市天神山７－８４〒816-0855

熊谷　秀樹070300

TEL 0949-52-6615

栗原工業（株） 10,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字永満寺２６６８－４〒822-0005

栗　　信行070313

TEL 092-928-2575

（有）国本建設 3,000 －4011無法

と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県筑紫野市二日市南３－６－２１－１０１〒818-0057

国本　末吉070323

TEL 092-596-0489

倉住住宅 －4011無個

建１
福岡県大野城市若草２－８－１０〒816-0981

倉住　豊070329

TEL 0942-64-5562

（株）クリアウォーター設備 10,000 －4002無法

土１と１管１舗１し１水１
福岡県久留米市三潴町高三潴１４２６－２〒830-0103

吉武　章070332

TEL 093-475-2818

（株）空調舎 10,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区曽根新田南１－５－１４〒800-0220

吉廣　幸彦070335

TEL 0948-24-6833

（有）桑野電気工事 10,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市天道４８０－１４〒820-0075

桑野　和子070339

TEL 0948-72-0122

（株）草場 10,000 －4010有法

土１管１水１
福岡県飯塚市長尾１１８６〒820-0701

草場　信博070351

TEL 092-672-8867

熊川工業（株） 20,000 －4001有法

土２と２電１管１舗２水２解２
福岡県福岡市東区水谷３－２６－２０〒813-0041

熊川　大祐070353

TEL 093-751-5357

グリーン産業（株） 20,000 －4008無法

土２と２鋼２舗２塗２水２
福岡県北九州市若松区北浜２－３－１２〒808-0023

井上　博吉070355
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TEL 0944-32-1348

（株）熊丸組 50,000 －4003有法

土２建２と２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県三潴郡大木町大字奥牟田８２７－６〒830-0421

熊丸　克巳070358

TEL 0943-52-3613

栗秋建設 －4007無個

建１
福岡県八女市星野村６３１６－１〒834-0201

栗秋　賢二070359

TEL 092-771-6634

（株）グリーンヒル 10,000 －4001無法

管１内１
福岡県福岡市中央区大手門２－９－３０〒810-0074

坂井　和治070370

TEL 093-371-7128

久能組 －4008無個

建１と１内１
福岡県北九州市門司区泉ヶ丘５－６〒800-0041

久能　健蔵070374

TEL 092-412-3836

（株）クサノエンジニアリングシステム 20,000 －4001有法

建１電１管２内１消１
福岡県福岡市博多区東那珂２－２－１５〒812-0892

草野　浩志070377

TEL 092-504-1180

（有）くま工芸 3,000 －4011無法

建１内１
福岡県大野城市中３－１６－１７〒816-0906

大隈　孝070381

TEL 093-871-2822

（有）桑原建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市戸畑区南鳥旗町５－１７〒804-0074

桑原　悟070383

TEL 092-632-6488

（有）熊本緑化 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市博多区千代１ー２６ー３ー３〒812-0044

熊本　亀一郎070384

TEL 093-451-4068

（株）倉谷工務店 15,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区徳吉南２－５－３３〒803-0279

倉谷　忠臣070390

TEL 093-245-0687

（有）久能鋼管工事 3,000 －4008無法

管１水１
福岡県中間市中鶴４－４－５〒809-0037

脇山　政樹070394

TEL 092-933-4951

（有）黒木設備 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美４３６２－１２〒811-2101

山口　忍070399

TEL 092-575-0161

（株）昭和技建 10,000 －4011有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県春日市春日原北町４－５０－２６〒816-0802

西極　孝之071005

TEL 092-472-3681

（有）上下水道開発 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区竹下１－１６－２６〒812-0895

福永　親士071019
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TEL 092-762-7711

新栄住宅（株） 96,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市中央区大名２－１１－２５〒810-0041

木庭　律明071024

TEL 092-781-0007

（株）産工 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区大名１－１－１〒810-0041

堤　眞奈美071035

TEL 092-932-9875

（有）篠原建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町貴船２－２３－２９〒811-2131

飯野　秀雄071055

TEL 093-436-2650

（株）愼建設 60,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－４－５〒800-0313

高橋　伴昌071069

TEL 0948-25-7676

（株）シモカワ通信 10,000 －4010有法

電１通１
福岡県飯塚市若菜２５６－１０５〒820-0082

下川　康弘071080

TEL 093-622-4887

黒崎総合建設（有） 10,000 －4008無法

土１水１
福岡県北九州市八幡西区筒井町１３－１６〒806-0032

平山　智恵071085

TEL 092-873-1224

信和工業（株） 10,000 －4001無法

土１電１管１機１水１
福岡県福岡市早良区田隈２－８－２４〒814-0174

世良　晃久071091

TEL 093-617-0187

（株）敷田水道設備 20,000 －4008無法

土２管２水２消１
福岡県北九州市八幡西区上香月１－１２－１０〒807-1101

敷田　純也071100

TEL 0949-58-2265

新免造園（有） 3,000 －4004無法

土１園１
福岡県直方市大字永満寺１０１６－３〒822-0005

新免　真人071108

TEL 09492-6-5012

九州理水工（株） 10,000 －4004有法

土１建１管１機１
福岡県直方市大字頓野５８５－１〒822-0002

兵頭　昭治071120

TEL 0948-43-8381

（株）伸和建設 48,000 －4010無法

土１建１と１石１管１タ１鋼１筋１舗１し１塗１水１解１
福岡県飯塚市馬敷７５７－１〒820-0709

瓜生　伸彦071122

TEL 092-574-1336

（株）昭和工業 10,000 －4001有法

土１と１管１鋼１し１機１水１
福岡県福岡市南区横手４－１８－３９〒811-1311

小田　光晴071124

TEL 093-964-2074

（有）昭電 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区葉山町３－１４－２０〒802-0837

中間　久男071128
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TEL 092-932-4572

下田内装（株） 6,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳３－６－２９〒811-2127

下田　正宗071135

TEL 093-681-4865

（株）清水建築工業 30,000 －4008有法

土１建２と１
福岡県北九州市八幡東区枝光４－１－１３〒805-0002

清水　勇人071136

TEL 093-642-6881

（有）島津工業 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区引野３－１０－４〒806-0067

嶋津　政次071139

TEL 092-952-1871

（有）松光建設 5,000 －4011有法

建１
福岡県那珂川市後野２－５－２１〒811-1241

村松　一秀071142

TEL 0940-62-3143

（有）篠原産業 5,000 －4008無法

土１と１石１解１
福岡県宗像市池田２６６〒811-3515

篠原　泰久071143

TEL 0942-72-2234

（有）白木塗装店 5,000 －4002無法

塗１
福岡県小郡市小郡１０９４－１〒838-0141

白木　勝071158

TEL 092-283-8500

情報機器エンジニアリング（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区中呉服町５－１４〒812-0035

宮﨑　博永071162

TEL 093-481-0277

（有）新北建設 25,000 －4008無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県北九州市門司区大字畑２２９２－６〒800-0112

藤田　尚利071164

TEL 093-521-8008

（株）陣山商会 10,000 －4008有法

建１鋼１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－２７－２２〒802-0023

中村　修二071168

TEL 092-566-9262

（有）新和電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区柏原４－４５－９〒811-1353

土谷　龍司071175

TEL 0948-23-0517

（株）シブタ商会 10,000 －4010有法

土１と１鋼１
福岡県飯塚市佐與１４３２－１〒820-1113

澁田　繁明071177

TEL 092-501-8180

（株）エスエヌケイ 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区東雲町４ー２ー１９〒812-0871

三坂　　實071182

TEL 0944-53-5115

（有）城建設 5,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県大牟田市桜町１８７〒836-0092

城　健蔵071189
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TEL 093-381-4212

（株）島田建設 20,000 －4008無法

土１建１と１塗１
福岡県北九州市門司区小森江２－１－１〒800-0007

島田　隆司071191

TEL 0942-21-2139

重松電気工事（株） 10,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市国分町１８８３－１〒839-0863

重松　和馬071199

TEL 093-621-5220

（株）松栄建設 30,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区別所町８－９〒806-0068

松本　一夫071202

TEL 092-591-8457

（株）周電気工事 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区横手南町３１－９〒811-1312

松本　周三071206

TEL 093-471-7922

（有）首藤工務店 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町２－５－５８〒800-0207

首藤　建吾071209

TEL 0943-77-3766

（有）松栄設備 3,000 －4002無法

管１水１
福岡県うきは市浮羽町高見２３５〒839-1406

岩下　義美071210

TEL 0944-51-4017

（有）紫垣工業 5,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市大字手鎌４３１－１〒836-0004

田中　正直071217

TEL 0940-32-2760

（有）白木造園土木 3,000 －4008無法

土１園１
福岡県宗像市冨地原１６２９－１〒811-4154

白木　勉071228

TEL 093-881-2318

（株）首藤工務店 21,000 －4008無法

建２
福岡県北九州市戸畑区中原東３－１０－１２〒804-0012

首藤　善雄071249

TEL 0942-33-2706

（株）新栄電業社 20,000 －4002無法

電２
福岡県久留米市西町１２１５〒830-0038

原　伸輔071252

TEL 092-951-2060

シティプラン（株） 10,000 －4011無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県那珂川市大字上梶原９９６－１〒811-1223

井上　紹幸071253

TEL 0943-24-9155

松栄電設工事（株） 15,000 －4007無法

土１と１電１鋼１塗１解１
福岡県八女市大籠１９－１〒834-0013

宮園　哲治071254

TEL 092-581-7538

（有）白石工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区高木２－１８－１〒815-0004

白石　正則071266
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令和 4年 3月末日 現在　　
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TEL 093-612-8106

（有）志田原組 4,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町５－７－１５〒807-0845

志田原　隆071268

TEL 093-601-0842

（株）進電工 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区藤原３－１１－９〒807-0873

進藤　栄一071272

TEL 092-575-0303

（株）伸和 30,000 －4001無法

土２と２舗２し２水２
福岡県福岡市博多区麦野４－１５－３〒812-0882

中山　善雄071274

TEL 0949-52-2431

（有）塩川産業 35,000 －4004有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県宮若市沼口７３１－７〒822-0152

塩川　雅一071278

TEL 0942-26-4889

日生電気工事 －4002無個

電１
福岡県久留米市荒木町荒木１６７４－５〒830-0063

下川　満071283

TEL 092-323-2262

（有）白水建設 3,000 －4001無法

土１舗１
福岡県糸島市井田５１０番地〒819-1562

白水　京子071286

TEL 093-618-2500

菖蒲工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区高江１－４－１２〒807-1152

菖蒲　覚071290

TEL 092-933-8800

（株）シヨーワ 10,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央４－１３－２２〒811-2128

柳川　慶治071292

TEL 0942-43-2485

柴田建設（株） 20,000 －4002無法

土１と１舗１水１解１
福岡県久留米市山本町豊田１２４２－３〒839-0827

柴田　弘子071293

TEL 0930-56-0614

（有）正栄建設 10,000 －4005有法

土１建１と１石１管１舗１し１水１解１
福岡県築上郡築上町大字椎田１１１１－１〒829-0301

山中　和恵071294

TEL 092-925-5615

（有）晋広造園 3,000 －4011有法

園１
福岡県筑紫野市大字牛島３６８－７〒818-0014

今村　孝治071295

TEL 093-691-5827

辰和電工（有） 10,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市八幡西区大膳１－９－１８〒807-0863

安井　新二071299

TEL 0947-22-0472

（有）柴田工務店 5,000 －4009無法

土１建１塗１
福岡県田川郡福智町金田１５６３－５〒822-1201

柴田　鐡男071304
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TEL 092-946-9100

（株）昭和テックス 68,500 －4001有法

電１通１
福岡県古賀市薬王寺１７４３－４〒811-3124

吉永　憲市071309

TEL 0942-27-0162

（株）信和 10,000 －4002無法

筋１
福岡県久留米市荒木町白口１９４７〒830-0062

一木　秀厚071310

TEL 0942-62-6089

（株）シゲマツ 25,000 －4002有法

土１建１管１内１
福岡県久留米市城島町西青木７３９〒830-0226

重松　誠071315

TEL 092-953-2179

（有）白石建設 5,000 －4011無法

土１
福岡県那珂川市王塚台２－３２４〒811-1221

白石　久雄071316

TEL 092-938-4455

（株）シビル技研 10,000 －4001無法

土１と１防１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－４－１〒811-2317

森田　純治071317

TEL 093-882-2225

（株）じゅらく 10,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市戸畑区中原西１－１１－１５〒804-0011

喜田　將博071326

TEL 09493-2-0314

（有）塩川組 30,000 －4004無法

土１建２管１
福岡県宮若市宮田４７８７－１〒823-0011

塩川　剛敏071333

TEL 093-471-0788

（有）新栄化工機 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町３－２９－５〒800-0207

久藤　秀美071335

TEL 0942-72-2700

妙華園 －4002無個

園１
福岡県小郡市小郡８４２－１１〒838-0141

志賀　雄一071343

TEL 093-882-8633

（有）昭和建設 10,000 －4008有法

土１と１石１舗１塗１
福岡県北九州市戸畑区新池２－５－３６〒804-0082

陣矢　康人071344

TEL 092-414-4631

（株）尚健工業 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－２３－１７〒812-0896

中村　尚吉071345

TEL 0930-23-6349

（有）繁永建設工業 20,000 －4005無法

土２と２舗２水２解２
福岡県行橋市大字宝山９０４－１〒824-0048

繁永　國廣071346

TEL 092-807-6521

シナノ設備（株） 50,000 －4001無法

土２管２水１
福岡県福岡市西区今宿東１－５－８〒819-0161

中川　法人071352
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TEL 0948-23-3526

（有）白川土建 3,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市相田１６２１－１〒820-0052

白川　勇071357

TEL 092-531-2872

（株）白金 10,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市中央区白金１－１６－１９〒810-0012

中川　久美071359

TEL 0948-24-9657

仕事屋軍団（株） 10,000 －4010無法

土１建１と１解１
福岡県飯塚市幸袋７０３〒820-0066

竹川　一男071363

TEL 093-921-5317

（株）志水 30,000 －4008有法

建２塗２防２
福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３－５－１８〒802-0052

志水　雅弘071364

TEL 093-471-7868

新生塗装（株） 10,000 －4008無法

建１塗１防１
福岡県北九州市小倉南区葛原元町１－１４－２９〒800-0254

濱崎　新生071366

TEL 0943-32-8031

新栄建材工業（有） 4,000 －4007無法

建１タ１
福岡県八女郡広川町大字新代９９９－１４３〒834-0115

鶴元　真樹071367

TEL 0942-32-9759

（有）白水塗装店 5,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市日ノ出町３７－１〒830-0012

白水　誠二071368

TEL 093-631-0694

（有）清水造園 5,000 －4008無法

土１と１園１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２－６－３０〒806-0047

清水　勝史071374

TEL 092-718-0085

芝浦建設（株） 100,000 －4001有法

土２建２電１管１
福岡県福岡市中央区天神３－１０－３０〒810-0001

藤松　信弥071375

TEL 093-701-1222

伸栄建設（株） 20,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市若松区南二島２－１７－１〒808-0109

長谷川　哲夫071376

TEL 0943-72-0778

（有）春秋園緑地 5,000 －4002無法

土１と１園１
福岡県久留米市田主丸町牧１１８９〒839-1224

二又　寛剛071377

TEL 093-791-0521

（有）清水建具硝子 3,000 －4008無法

建１ガ１具１
福岡県北九州市若松区東二島１－２－２２〒808-0102

清水　博之071384

TEL 092-327-2213

（有）トヤマ 3,000 －4001無法

園１
福岡県糸島市志摩桜井４１９２－３〒819-1304

外山　洋兒071385
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TEL 093-961-3000

（有）信建設 45,000 －4008有法

土１建１大１と１舗１塗１防１内１水１
福岡県北九州市小倉南区下南方２－３－３０〒802-0977

大西　信吉071386

TEL 0944-53-4180

（株）椎山住宅設備 10,000 －4003有法

管１水１
福岡県大牟田市上町２－６－９〒836-0853

椎山　藤男071391

TEL 092-806-6353

島村産業（株） 20,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２
福岡県福岡市西区今宿町５３９－２３〒819-0164

島村　信介071393

TEL 093-451-1638

（有）シンコー建設 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺６７１－１〒803-0186

大下　数行071398

TEL 093-963-1153

（有）繁工業 3,000 －4008有法

と１機１
福岡県北九州市小倉南区守恒２－１２－５〒802-0972

繁　美智子071400

TEL 0942-45-4811

（有）島添産業 5,000 －4002有法

土１と１園１
福岡県久留米市山川野口町１－４６〒839-0816

島添　勝博071408

TEL 0942-51-6565

シンワ（株） 10,000 －4003有法

屋１タ１内１
福岡県三潴郡大木町笹渕４３４－２〒830-0401

田中　信一郎071413

TEL 0944-55-3111

城北電気（株） 20,000 －4003無法

電１消１
福岡県大牟田市入船町９７－４〒836-0063

古野　裕宣071421

TEL 093-332-3537

（有）昭和海運 5,000 －4008有法

し１
福岡県北九州市門司区花月園２－３０〒801-0876

藤原　恒幸071424

TEL 0943-22-4752

進栄工業（株） 27,000 －4007無法

電２管２鋼２機２水１
福岡県八女市馬場３７〒834-0023

馬場　茂071430

TEL 092-504-5758

（有）真正電工社 3,000 －4011無法

電１管１
福岡県大野城市乙金２－３－１８〒816-0902

真鍋　正071432

TEL 093-473-6623

（有）庄島建材店 5,000 －4008有法

土１建１
福岡県北九州市小倉南区沼本町１－１０－５〒800-0208

庄島　哲司071435

TEL 093-244-3087

（株）嶋﨑建設 20,000 －4008有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県中間市七重町２５－１１〒809-0027

嶋﨑　成明071436
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TEL 093-475-2921

伸倖産業（株） 20,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市小倉南区下貫１－１３－１３〒800-0236

近藤　朋子071443

TEL 092-661-1285

（株）上東建設 25,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区大字香椎５００－２〒813-0011

上田　拓実071446

TEL 093-602-8549

（有）東雲組 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区本城１－１５－２４〒807-0801

山口　博美071453

TEL 092-845-6983

（有）シマイ住建 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市早良区有田２－２６－１８〒814-0033

嶋居　孝則071454

TEL 093-223-5126

塩田設備 －4008無個

土１管１水１
福岡県遠賀郡芦屋町幸町７－５〒807-0101

塩田　博071456

TEL 092-804-5562

（株）進藤工業 10,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市早良区重留３－６－１〒811-1101

進藤　辰生071457

TEL 092-931-1230

（株）新生 40,000 －4001有法

と１解１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野４３２－７４〒811-2104

小松　陽子071462

TEL 092-926-1200

島田鑛産（株） 10,000 －4011有法

電１
福岡県筑紫野市岡田３－１０－１３〒818-0013

島田　邦光071473

TEL 092-928-3003

（有）上成工業 5,000 －4011無法

左１
福岡県太宰府市大字吉松４２－４〒818-0138

木場　義幸071474

TEL 0946-23-9471

（株）ジャンテック技建 5,000 －4006有法

土１建１と１石１管１鋼１水１
福岡県朝倉市下浦２４３５－１〒838-0055

田中　光幸071479

TEL 092-936-7603

（有）シロモト工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１６８－１〒811-2112

城元　清仁071481

TEL 092-322-9477

（株）セイホウ 3,000 －4001無法

左１と１
福岡県糸島市高田５－１７－２３〒819-1102

白木　正治071484

TEL 0949-32-4256

新開防災システム（有） 3,500 －4004有法

電１消１
福岡県宮若市宮田２２３－１８〒823-0011

新開　幸生071486
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TEL 092-804-4424

（有）塩川設備 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区東入部２－３７－５〒811-1102

塩川　清則071488

TEL 093-483-3077

（有）新川工業 5,000 －4008無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区大字伊川９１５－２〒800-0101

小山　大輔071490

TEL 092-806-4829

（有）昭輝 3,000 －4001有法

屋１
福岡県福岡市西区大字田尻７６－４〒819-0383

友池　輝夫071495

TEL 0943-32-5856

（株）シティハウス 23,000 －4007有法

建２解２
福岡県八女郡広川町大字日吉８０５〒834-0111

田中　義輝071507

TEL 093-701-7587

重光設備建設（有） 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区高須東３－１０－９〒808-0144

重光　倉行071509

TEL 092-806-8580

志摩テクノ産業（株） 10,000 －4001有法

建１と１管１塗１内１
福岡県福岡市西区大字徳永５１７－２〒819-0375

竹本　栄司071516

TEL 092-932-0500

（有）白石木材 3,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵１０６２－１〒811-2113

白石　義次071518

TEL 0948-72-1200

（株）ジェイ・イー 20,000 －4010有法

機１
福岡県飯塚市長尾６６１〒820-0701

長岡　敦史071524

TEL 093-681-1804

（有）しみず工芸 3,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市八幡東区祇園４－５－１〒805-0067

清水　哲夫071529

TEL 0944-74-3234

新和建設（有） 3,000 －4003有法

建１
福岡県柳川市下宮永町６５０－５〒832-0059

古賀　義則071531

TEL 092-575-1146

（有）十徳ホーム 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区麦野２ー１４ー１ー８０２〒816-0882

直村　重徳071535

TEL 092-503-0136

（有）進栄建設工業 7,000 －4011無法

土１
福岡県大野城市大城５－１２－７〒816-0911

柏木　繁071537

TEL 093-321-7327

（有）シンメイ 3,000 －4008無法

と１鋼１板１防１機１絶１
福岡県北九州市門司区畑田町６－２５〒801-0874

新居　明071538
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TEL 093-618-7535

（株）ハイライフ 10,000 －4008有法

建１屋１板１塗１防１内１具１
福岡県北九州市八幡西区茶屋の原２－５－２０〒807-1134

大山　勝男071542

TEL 092-566-1249

照栄建設（株） 70,000 －4001有法

建２解２
福岡県福岡市南区向新町２－５－１６〒811-1393

冨永　一幹071544

TEL 093-282-7670

重広住設（有） 3,000 －4008無法

土１建１水１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津１－１－７〒811-4231

重廣　次男071545

TEL 093-777-4708

栄和電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市若松区高須西１－１１－５〒808-0146

代財　佐敏071551

TEL 09437-2-1434

梓建設（株） 20,000 －4002無法

土２と２舗２水２
福岡県久留米市田主丸町石垣６７５－１〒839-1212

山本　冠也071554

TEL 0944-50-0055

白川工務店 －4003無個

土１
福岡県大牟田市大字橘１２１０－４〒837-0911

白川　信也071558

TEL 0944-56-0089

（有）嶋添工業 3,000 －4003無法

と１
福岡県大牟田市新勝立町５－３８－１８〒836-0895

嶋添　国光071561

TEL 093-562-0751

信興産業（株） 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉北区西港町９９－２〒803-0801

樋口　修一071566

TEL 092-809-2337

（有）新緑園 3,000 －4001有法

土１と１石１園１
福岡県福岡市西区大字小田１６２０－４〒819-0203

山方　秀雄071567

TEL 092-558-7711

（有）昇栄電工 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区高木２－２５－１５〒815-0004

井上　昇一071571

TEL 0942-39-5777

（有）信栄塗装工業 5,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市長門石１－９－２４〒830-0027

安武　祐治071574

TEL 0942-23-1557

（株）新堀組 20,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県久留米市北野町今山９０６－３〒830-1122

新堀　優作071575

TEL 093-631-3061

（株）志磨テック 88,800 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区夕原町４－６〒807-0813

満生　良次071576



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

414頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-45-4727

（有）新生工務店 10,000 －4009無法

土１管１水１消１
福岡県田川市大字川宮１４５９－１〒826-0042

中藤　讓二071583

TEL 092-943-5448

（株）篠崎建築 10,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市谷山１０３３－４〒811-3125

篠崎　隆次071584

TEL 093-922-4618

（有）白石電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区黄金１－８－５－２０３〒802-0071

白石　昭071586

TEL 093-383-9703

（株）正栄電設工業 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区熊谷４－１６－２７〒803-0864

川端　秀人071587

TEL 092-262-3558

（株）ＳＷＡＴ 40,000 －4001有法

土１と１鋼１解１
福岡県福岡市博多区住吉２－７－７〒812-0018

塚田　修司071588

TEL 092-944-6359

（株）伸和産業 10,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１
福岡県古賀市筵内１０３５〒811-3121

三好　みづえ071593

TEL 0947-82-3888

（有）白石建設 3,000 －4009無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県田川郡添田町大字中元寺９７５－１〒824-0603

重藤　暢明071602

TEL 0947-42-9222

（有）翔栄建設 3,000 －4009無法

土１建１と１管１鋼１園１解１
福岡県田川市大字位登１５２９－１〒826-0044

髙岡　茂俊071606

TEL 092-881-2790

（有）島野 3,000 －4001無法

建１左１タ１
福岡県福岡市西区生の松原３－２４－１〒819-0055

島野　基樹071612

TEL 0942-75-5012

重松建設（株） 35,000 －4002有法

土２と２舗２水２解２
福岡県小郡市津古８８０－３〒838-0102

重松　正浩071617

TEL 092-441-3400

新九州クレーン工業（有） 10,000 －4001有法

土１と１鋼１
福岡県福岡市博多区東那珂２－１０－５５〒812-0892

三好　達也071619

TEL 092-933-2587

（有）新栄空調 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵８３１－５〒811-2113

大坪　哲朗071624

TEL 092-846-1486

システムショップサース －4001無個

建１左１
福岡県福岡市城南区田島１－４－５６〒814-0113

茂山　幸裕071626
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TEL 093-941-4600

下川都市企画（株） 40,000 －4008有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県北九州市小倉北区黄金１－９－２－２０１〒802-0071

下川　敏秋071627

TEL 0930-54-0610

（株）清水工業 10,000 －4005無法

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県築上郡築上町大字本庄１６１５〒829-0123

清水　貞三071630

TEL 092-812-3317

（株）昭和工務店 10,000 －4001無法

土１建１
福岡県福岡市早良区四箇６－１８－１〒811-1103

武末　芳康071632

TEL 092-571-2702

（有）秀栄電業 6,000 －4011無法

電１消１
福岡県春日市白水池３－１５３〒816-0848

在津　義弘071634

TEL 0948-22-4625

（株）昌栄電設 25,000 －4010無法

電２機１
福岡県飯塚市平恒３９０－１９〒820-0073

岩下　伸司071641

TEL 0946-22-1802

（有）屋根工事シバヤマ 3,000 －4006無法

屋１
福岡県朝倉市堤７３７－１〒838-0062

柴山　昌子071645

TEL 092-581-7676

（有）システムアート 3,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市山田１－８－１〒816-0922

田村　美江071647

TEL 092-586-2229

（有）翔電工 3,000 －4011無法

電１
福岡県春日市上白水６－１７７〒816-0844

城間　芳紀071652

TEL 0947-42-0080

清水丸源建設（株） 20,000 －4009無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県田川市大字糒６５６－１〒825-0005

清水　宣高071654

TEL 093-293-6888

（有）白木瓦店 3,000 －4008有法

屋１
福岡県遠賀郡遠賀町大字浅木字松ヶ崎４６１－４〒811-4312

白木　敬祐071656

TEL 092-935-0544

白水建材（有） 3,000 －4001有法

土１建１と１石１鋼１舗１園１水１
福岡県糟屋郡志免町別府２－１３－１２〒811-2205

白水　美弥子071657

TEL 093-621-4983

（有）信和建設 10,000 －4008無法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石１－２花尾商事ビル〒806-0004

松本　博071661

TEL 0930-22-5061

白木（株） 20,000 －4005有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県行橋市西宮市５－３０－１２〒824-0031

白木　力三071662
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TEL 092-585-6554

（有）彰永電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区柳瀬１－４０－６〒811-1321

富永　英和071663

TEL 092-921-8886

成信建設（株） 16,000 －4011無法

土１建１と１石１鋼１舗１塗１内１具１水１解１
福岡県筑紫野市大字諸田３０５－２〒818-0065

尾﨑　繁司071666

TEL 092-712-1687

（株）昭光社 25,000 －4001有法

電１鋼１内１
福岡県福岡市中央区荒戸３－６－２９〒810-0062

前田　英幸071670

TEL 092-851-1683

（有）重鉄筋工業所 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市早良区有田２－２４－８〒814-0033

重　光治071671

TEL 092-936-4530

（有）城電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０４７－１３０〒811-2112

城本　美砂子071672

TEL 0948-29-1200

（株）進光開発 10,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市横田６６－５〒820-0044

三木　ミネ子071675

TEL 093-641-3456

（株）正真 30,000 －4008有法

建１と１電１管１鋼１塗１機１絶１解１
福岡県北九州市八幡西区陣原１－１－６８〒807-0821

髙橋　正道071678

TEL 093-244-8078

渋谷工務店 －4008無個

建１
福岡県中間市土手ノ内１－３２－１４〒809-0033

渋谷　孝夫071683

TEL 092-596-7719

（有）下尾産業 3,000 －4011有法

と１
福岡県大野城市牛頸３－１１－２２〒816-0971

下尾　良則071690

TEL 0943-22-2615

（株）塩塚組 10,000 －4007無法

土１と１舗１
福岡県八女市立花町北山２４９５〒834-0085

塩塚　文博071694

TEL 092-925-3595

進和空調 －4011無個

管１
福岡県太宰府市青葉台１－１－１４〒818-0137

下釡　進071702

TEL 092-962-0516

（株）しんとう工芸 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜１－５－２３〒811-0119

進藤　和典071703

TEL 092-957-1910

（株）ジィ・エム 10,000 －4001有法

電１管１内１機１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原２－１７－１１〒811-2315

江島　幸彦071704
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TEL 0943-77-3865

（有）翔永産業 4,000 －4002無法

土１と１水１
福岡県うきは市浮羽町朝田１１５５－１〒839-1401

宮﨑　初巳071716

TEL 093-602-2547

白石産業（株） 10,000 －4008無法

建１屋１管１板１内１絶１
福岡県北九州市八幡西区御開２－５－２２〒807-0806

岡﨑　茂071717

TEL 093-293-7330

（株）シナガワ 10,000 －4008有法

電１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎７１１〒811-4342

品川　太071719

TEL 092-411-7869

（株）シラタカ・シー・イ 30,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県福岡市博多区博多駅南３ー１７ー１０ー１４０１〒812-0016

岩田　敏朗071723

TEL 092-571-7515

（株）秀和サイエンス 10,000 －4011有法

土１と１管１機１
福岡県大野城市仲畑２－１４－３０〒816-0921

原　泰昭071725

TEL 0947-26-0518

（有）昭徳建設 3,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡糸田町３４９４番地３〒822-1318

仲島　年久071727

TEL 092-807-3694

福岡黒瀬（株） 30,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区今宿３－２－５５〒819-0167

山下　久德071728

TEL 092-712-3581

（有）じゅのー工房 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区薬院２－２－２４－６０８〒810-0022

秋本　敬太071734

TEL 0949-26-5000

振興建設（有） 30,000 －4004無法

土１建１
福岡県直方市大字感田字栗林１４１７－１〒822-0001

水江　雄二071736

TEL 0930-33-3345

柴村建設 －4005無個

土１舗１
福岡県京都郡みやこ町国作３２９－１〒824-0125

柴村　秀範071739

TEL 092-691-5521

柴田工業 －4001無個

鋼１
福岡県福岡市東区青葉６－３５－３５〒813-0025

柴田　康稔071742

TEL 092-806-1007

（株）シオキ 12,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市西区周船寺２－１０－３５〒819-0373

久保　喜一朗071744

TEL 0979-72-4111

（株）しげもり 10,000 －4005無法

土１電１管１舗１水１
福岡県築上郡上毛町垂水１３１９－４〒871-0913

茂森　宏一郎071746



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

418頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-54-0318

舌間造園計画 －4004無個

園１
福岡県宮若市小伏５－２〒822-0132

舌間　正義071749

TEL 092-324-9003

（有）ショウワ 3,000 －4001無法

管１
福岡県糸島市神在西１－９－１３〒819-1148

松尾　純吾071752

TEL 093-771-0833

（有）ジーブレーン 38,000 －4008有法

土１と１電１舗１園２水１解１
福岡県北九州市若松区山手町３－２〒808-0036

石井　隆太郎071756

TEL 092-621-1686

（有）進栄電機 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡粕屋町大字阿恵３０３－１〒811-2306

石田　智昭071760

TEL 093-921-2874

（株）シンワマハール福岡 20,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区片野３－７－３〒802-0064

髙松　英昭071764

TEL 093-952-7189

（株）新和産業 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区北方２－１３－２６〒802-0841

上田　聖二071765

TEL 092-883-1240

秀榮建設（株） 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市西区小戸４－１９－５〒819-0001

江藤　秀彦071770

TEL 0947-44-6107

（有）浄新 7,000 －4009無法

土１管１水１
福岡県田川市大字夏吉７５４－５〒825-0004

関谷　正樹071774

TEL 092-260-3370

（株）システムワークス 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区堅粕４－２３－１６〒812-0043

永倉　敬一071778

TEL 093-632-1881

（有）シード 3,000 －4008有法

土１と１石１管１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区樋口町７－９－２０２〒806-0048

樋口　六生071781

TEL 0947-82-3531

（有）新電工 3,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡添田町大字添田１１６０－４〒824-0602

毛利　禎子071790

TEL 092-332-8036

（株）ブレイクスルー 7,000 －4001無法

管１消１
福岡県糸島市潤１－１３－１８〒819-1105

黒川　秀秋071807

TEL 093-591-1415

システージ（株） 10,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市小倉北区下到津１－１－６〒803-0846

蜷川　新071814
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TEL 092-213-0230

（有）庄嶋塗装 3,000 －4001無法

大１左１板１塗１防１内１
福岡県福岡市城南区東油山１－９－２８－４〒814-0155

庄嶋　輝一071815

TEL 093-952-4140

（有）シーリング技研 3,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉南区若園１－２６－１〒802-0816

川畑　均071818

TEL 0940-52-1247

（有）嶋村設備 3,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県福津市津屋崎３－５－１７〒811-3304

嶋村　伊和男071825

TEL 0944-86-3257

信和電気工事（株） 40,000 －4003無法

電２管１水１
福岡県大川市大字中古賀５８２〒831-0006

緒方　宏紀071828

TEL 0979-82-8705

（株）下畑電設工業 20,000 －4005無法

土１建１と１電１管１舗１水１消１解１
福岡県豊前市大字久路土６３５－１〒828-0048

下畑　輝雄071835

TEL 093-603-3814

ヤナギ建設（株） 40,000 －4008無法

土２建１大１と２石２鋼２筋１舗２し２塗２内１水２解２
福岡県北九州市八幡西区日吉台２－２６－５３〒807-0866

宮﨑　小夜子072002

TEL 093-922-3229

山田開発（有） 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－３－１４〒802-0814

佐久間　晃子072004

TEL 093-283-2660

（株）進建 10,000 －4008無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津字下山添１８８－３〒811-4231

古原　靖博072007

TEL 093-776-6933

（株）山崎工務店 10,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区浅川学園台２－１２－１５〒807-0871

山崎　将輝072008

TEL 092-431-3441

（有）山下タイル商会 8,000 －4001無法

左１石１タ１
福岡県福岡市博多区美野島２－１１－８〒812-0017

山下　和則072022

TEL 0944-56-3200

安長工業（株） 10,000 －4003有法

機１
福岡県大牟田市四山町８４－９〒836-0067

長村　和政072026

TEL 0944-52-8266

山口機工（株） 10,000 －4003無法

電１管１機１
福岡県大牟田市四山町８０－２４〒836-0067

松岡　健一072033

TEL 0946-42-4820

（株）山一ホーム 5,000 －4006無法

建１大１屋１管１内１
福岡県朝倉郡筑前町二１１０－１〒838-0228

平山　栄次072034
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TEL 093-452-0823

八野野造園（有） 3,000 －4008有法

園１
福岡県北九州市小倉南区高野２－６－１３〒803-0275

高野　チヱ子072042

TEL 093-332-3895

山信建設 －4008無個

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１内１水１
福岡県北九州市門司区丸山吉野町２－２４〒801-0824

山本　雅信072045

TEL 0946-24-6647

（有）屋根工 3,000 －4006無法

屋１
福岡県朝倉郡筑前町栗田１３４７－２〒838-0801

荒口　正美072046

TEL 093-282-4773

山崎板金 －4008無個

屋１
福岡県遠賀郡岡垣町大字高倉字裏田２３３－１〒811-4234

山崎　敏昭072053

TEL 0942-47-4891

山一建設工業（株） 20,000 －4002無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県久留米市草野町吉木２５０５－１〒839-0836

後藤　慎太郎072056

TEL 092-863-8916

（有）山本軽金属 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市城南区樋井川４－７－２２〒814-0153

山本　秀文072059

TEL 092-586-5541

ヤマト消火器販売商事（株） 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市博多区麦野５－１０－２２〒812-0882

山戸　弘072060

TEL 092-939-3038

（株）柳田組 10,000 －4001無法

土１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈４１３－１〒811-2301

柳田　實根072073

TEL 092-938-4922

（有）安武興業 3,000 －4001無法

土１と１タ１水１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈２８０〒811-2301

安武　秀信072085

TEL 092-932-9770

（有）山喜 3,000 －4001有法

土１
福岡県糟屋郡宇美町原田１－１８－１５〒811-2132

山尾　広幸072094

TEL 093-371-2591

（有）安元建設 5,000 －4008無法

土１建１大１左１と１屋１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県北九州市門司区藤松１－２３－２１〒800-0047

安元　英雄072097

TEL 093-475-0115

山内吹付（有） 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉南区中吉田３－１２－１３〒800-0204

山内　督雄072100

TEL 092-892-5520

（株）グリーン・コーポレーション 10,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市西区野方３丁目６０－１９〒819-0043

平山　みどり072102
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TEL 092-271-3345

（株）安恒組 40,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市博多区下呉服町２－２４〒812-0034

安恒　寿人072111

TEL 0942-73-1801

（株）山本建設建材 20,000 －4002有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県小郡市下岩田１９７０－７〒838-0123

山本　辰雄072112

TEL 0947-32-4506

山本建築 －4009無個

建１
福岡県田川郡香春町大字中津原１５７３－３〒822-1405

山本　輝明072113

TEL 092-595-0082

矢羽田建設 －4011無個

建１左１タ１
福岡県春日市大土居３－６６〒816-0842

矢羽田　孝明072134

TEL 092-938-7650

（株）安武 40,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈４２７〒811-2301

安武　万紀子072137

TEL 093-381-2120

（有）矢上工業 3,000 －4008無法

建１機１
福岡県北九州市門司区高田１－６－１０〒800-0031

矢上　有三072150

TEL 092-501-0415

（有）山中建設 3,000 －4011無法

土１大１と１石１筋１舗１
福岡県春日市若葉台西３－６９〒816-0823

山中　繁夫072159

TEL 092-943-5209

（有）山崎産業 20,000 －4001無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県古賀市小竹３５４－２〒811-3135

山崎　要子072160

TEL 092-603-2326

永元建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区大字勝馬３５４－３〒811-0325

柳田　要072170

TEL 093-641-9234

（有）ダイトク電気工業 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区引野２－７－１〒806-0067

山田　昌史072172

TEL 0943-75-2772

（株）ヤマサキ 30,000 －4002無法

建２
福岡県うきは市吉井町１８２－１〒839-1321

山﨑　隆俊072197

TEL 092-292-5758

（有）山村電業 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区箱崎１－２－１〒812-0053

山村　輝昭072200

TEL 0943-77-4660

（有）山﨑建設 5,000 －4002無法

土１
福岡県うきは市浮羽町山北６４７－１〒839-1408

山﨑　富雄072202
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TEL 092-926-7008

（株）山口工務店 20,000 －4011無法

建２大２
福岡県筑紫野市美しが丘南１－１－９〒818-0034

山口　博徳072204

TEL 093-331-6046

ミツル興産 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区花月園１８－１６〒801-0876

山口　充博072207

TEL 093-962-7025

（有）八重洲工業 9,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－２２－３２〒802-0821

中筋　幸正072210

TEL 092-262-5166

（株）ヤマカワ装飾 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区中州中島町４－２０〒810-0802

山川　登久072211

TEL 093-473-0924

（有）山口興産 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町４－９－２３〒800-0207

山口　勝弘072220

TEL 0946-42-5874

山口工務店 －4006無個

建１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈２８４－５〒838-0215

山口　政則072222

TEL 093-293-6076

（有）山形工業 5,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津２７５７－２〒811-4341

山形　正次072228

TEL 092-262-5698

山田内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区奈良屋町１３－１６－２０１〒812-0023

山田　憲治072234

TEL 093-481-5830

（有）ヤマシゲ 5,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市門司区大字伊川５８７〒800-0101

山田　哲生072248

TEL 092-822-1858

山﨑工業 －4001無個

土１と１解１
福岡県福岡市早良区小田部７－２０－１５－４０１〒814-0032

山﨑　宏児072252

TEL 0942-21-0138

ヤマト建設（株） 20,000 －4002無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県久留米市国分町２０２５－５〒839-0863

北野　秀幸072253

TEL 093-282-5783

山田住宅（有） 3,000 －4008有法

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台２－１１－３〒811-4215

山田　豊072254

TEL 0948-28-1653

（有）山下ブロック工事 3,000 －4010無法

土１タ１
福岡県飯塚市菰田西３－１６－５０〒820-0017

山下　智彦072258



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

423頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-586-7100

ＩＴＹ －4001無個

内１
福岡県福岡市南区警弥郷１－１０－１０〒811-1324

柳　俊幸072261

TEL 092-503-1639

（有）山下工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区東月隈１－１５－７〒812-0854

山下　登072262

TEL 092-591-8158

（有）矢形建設 3,000 －4011無法

土１
福岡県大野城市東大利３－１２－１４〒816-0941

矢形　文明072274

TEL 092-503-2026

（有）ヤノ冷機工業 5,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市中３－１４－１０〒816-0906

矢野　寿洋072279

TEL 092-811-1952

（株）安元工業 3,000 －4001無法

土１左１と１タ１園１
福岡県福岡市西区大字吉武４３〒819-0036

安元　育夫072280

TEL 0949-22-3629

（株）安田庭園建設 10,000 －4004無法

土１園１
福岡県直方市大字上境４３９－１〒822-0006

安田　博樹072283

TEL 092-531-6063

（有）山本ブロック工業 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市中央区平和５－７－６〒810-0016

山本　芳信072285

TEL 092-566-3626

（株）山田工業 3,000 －4001無法

左１塗１防１
福岡県福岡市南区柏原２－２７－３〒811-1353

山田　健一072286

TEL 093-692-3050

（株）山賀 40,000 －4008無法

土２建１と２管１舗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区光貞台２－７－５〒807-0805

山賀　一茂072287

TEL 092-861-1233

（有）矢野業務店 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市早良区有田４－２９－１２〒814-0033

矢野　文紀072289

TEL 092-947-3521

（有）山田工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５４５－４〒811-2413

山田　政浩072293

TEL 092-801-5898

（有）山治板金工業 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市早良区野芥６－３７－２８〒814-0171

谷口　和也072294

TEL 093-473-0702

山口住建 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区東貫３－１７－１５〒800-0224

山口　勉072296



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

424頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-26-3877

安永組 －4009無個

大１
福岡県田川郡糸田町１８１３－９９〒822-1300

安永　政勝072300

TEL 093-776-5140

（株）ヤマケン 3,000 －4008有法

と１管１機１解１
福岡県北九州市戸畑区大字中原４６－１０１〒804-0002

柳瀬　健072303

TEL 0942-32-9121

山田建築事務所 －4002無個

建１
福岡県久留米市西町１０５４－３５〒830-0038

山田　日出明072311

TEL 0942-77-3014

安丸建設 －4002無個

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈１７１１－６〒830-1226

安丸　孝利072326

TEL 0948-22-4180

（有）八千代電設工業社 3,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市潤野９３３－６５〒820-0021

水口　公二072328

TEL 0944-56-5550

（株）山門電業社 10,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市八尻町２－３３－４〒836-0811

山下　啓介072335

TEL 0943-77-4122

（株）ヤマド 25,000 －4002無法

土２と２管１舗２園１水２解２
福岡県うきは市浮羽町朝田１３９５－１〒839-1401

山崎　廣司072345

TEL 093-434-4271

（株）ヤマダ海工 20,000 －4005無法

土２と２石２鋼２し２
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－３－５〒800-0313

山田　博明072352

TEL 0944-72-0698

（有）山田土木 3,000 －4003無法

土１
福岡県柳川市下宮永町７３８－５〒832-0059

山田　眞由美072357

TEL 093-202-2530

（有）山田建設興業 20,000 －4008有法

土１と１管１舗１し１水１
福岡県遠賀郡水巻町頃末南１－１９－７〒807-0025

山田　勝義072358

TEL 0943-23-2620

山本建設 －4007無個

土１建１と１鋼１舗１塗１防１内１水１解１
福岡県八女市酒井田４５９－２〒834-0042

山本　幸昭072360

TEL 093-583-3328

（有）山中左官工業 10,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉北区清水１－８－５〒803-0841

山中　太一072361

TEL 0949-33-4763

山下組 －4004無個

土１
福岡県宮若市宮田２７６－１２８〒823-0011

山下　一夫072364



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

425頁

福岡県
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TEL 0944-56-2323

（株）山下工務店 45,000 －4003無法

土２建１と２石２タ１舗２し２水２解２
福岡県大牟田市唐船１５４－１〒836-0003

山下　博072366

TEL 092-474-3124

（有）山口冷凍工業 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区東比恵３－１６－１０〒812-0007

山口　拓馬072371

TEL 093-952-0020

（有）山室工匠 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区黒原２－１－３８宮原ビル〒802-0051

植山　孝明072372

TEL 093-592-3998

（株）山秀冷凍 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区清水５－１－２７〒803-0841

山秀　健司072373

TEL 093-882-4607

山工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区三六町２－７〒804-0091

山　政春072374

TEL 092-582-7377

（株）山本建装 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区柳瀬１－１２－５〒811-1321

佐藤　克典072378

TEL 092-863-3001

（有）山口工業 5,000 －4001有法

防１
福岡県福岡市早良区賀茂４－２９－２１〒814-0164

山口　雅文072380

TEL 0943-23-2166

八女食糧販売（株） 25,000 －4007有法

土１管１水１
福岡県八女市納楚６９１〒834-0004

梅野　俊廣072383

TEL 0948-52-2777

山田塗装 －4010無個

塗１防１
福岡県嘉麻市上山田６４－１〒821-0012

山田　高芳072384

TEL 093-651-4732

（株）山内工務店 21,000 －4008有法

土１建１大１と１舗１塗１防１内１水１解１
福岡県北九州市八幡東区中畑２－４－２６〒805-0024

山内　勉072385

TEL 092-471-1381

（株）ヤナセファイテック 20,000 －4001有法

土１建１と１管１鋼１消１
福岡県福岡市博多区東那珂１－１８－６〒812-0892

合家　崇072388

TEL 092-932-6692

（株）山室製作所 10,000 －4001有法

機１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２－２２－７〒811-2126

山室　文明072402

TEL 0948-25-1774

（有）柳組 3,000 －4010有法

土１と１
福岡県飯塚市鯰田１５２６〒820-0001

栁　和良072410



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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TEL 092-595-5414

山下建設（有） 3,000 －4011有法

建１
福岡県大野城市畑ヶ坂１－１２－５〒816-0982

山下　桂治072411

TEL 092-324-1080

三兄建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市川付５６２〒819-1155

山下　利満072412

TEL 0948-25-1214

（株）山下工務店 45,000 －4010無法

建２大２屋２鋼２内２
福岡県飯塚市伊岐須７０９－１〒820-0053

山下　得雄072413

TEL 093-223-1006

山元建設（株） 3,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町１－４〒811-4213

山元　広昭072420

TEL 092-662-4936

創技建 －4001無個

土１建１大１屋１塗１内１
福岡県福岡市東区下原２－２３－６２〒813-0002

山田　清072424

TEL 093-612-9311

（有）ヤマフク 3,000 －4008有法

管１塗１防１内１機１
福岡県北九州市八幡西区上の原４－２０－２〒807-0071

山本　賢一072426

TEL 0943-23-1198

（有）弥栄工業 3,000 －4007無法

土１と１管１舗１水１
福岡県八女市立花町北山８０－３〒834-0085

彌永　和恵072427

TEL 092-881-8167

（株）山下設備 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区石丸２－１７－６〒819-0025

山下　裕美072431

TEL 092-566-0122

（有）山田鉄工所 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市南区老司３－８－１〒811-1346

山田　一男072433

TEL 092-645-2030

安田建設（株） 30,000 －4001無法

土２と２水２
福岡県福岡市博多区千代５－１－１〒812-0044

安田　光慶072444

TEL 093-693-9718

（有）山代造園土木 3,000 －4008無法

土１と１園１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町２－１－１０〒807-0852

山代　均072448

TEL 093-884-1550

（有）ヤマト消防機商会 3,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市戸畑区天神１－１３－２０〒804-0094

米井　良一072449

TEL 093-381-2234

（株）山一製作所 30,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区松原３－４－２〒800-0064

瀬戸山　亨072452
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TEL 0944-87-8644

山田建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字紅粉屋５３３－２〒831-0044

山田　明義072457

TEL 0930-23-9724

八木田電気商会 －4005無個

電１
福岡県行橋市大字長木１１４０－２８〒824-0058

八木田　淨典072463

TEL 0948-57-3344

山栄建設 －4010無個

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県嘉麻市牛隈２０５５－１〒820-0301

山根　一喜072465

TEL 092-324-1465

（株）山本建設工業 10,000 －4001無法

土１舗１
福岡県糸島市曽根１４６－６〒819-1561

山本　耕三072466

TEL 093-283-3249

（有）山下板金工作所 3,000 －4008無法

建１屋１板１防１具１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台２－２３－１４〒811-4215

山下　聖隆072467

TEL 093-618-4619

（有）山田電装サービス社 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区馬場山緑７－３〒807-1133

山田　肇072479

TEL 0947-26-1760

（有）山口内装 3,000 －4009無法

内１
福岡県田川郡糸田町２２５７－４〒822-1300

山口　隆072483

TEL 092-940-6700

（有）山田産業 5,000 －4001有法

と１機１
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１７０８－１〒811-0101

山田　宗義072485

TEL 092-942-3749

（有）山見阪設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県古賀市青柳２２１４－２〒811-3134

山見阪　清072488

TEL 0948-42-3841

（有）真成建設 5,000 －4010無法

土１建１と１管１水１解１
福岡県嘉麻市漆生８４７－５〒820-0201

山下　博之072489

TEL 092-862-7001

（有）矢野建築金物 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市城南区七隈６－１０－２〒814-0133

矢野　啓一072501

TEL 0947-22-0235

（有）山本工業 30,000 －4009有法

土１建１
福岡県田川郡福智町弁城４１８７－３〒822-1212

山本　喜一072503

TEL 093-871-7715

（株）タモツ 3,000 －4008無法

管１絶１
福岡県北九州市戸畑区東大谷３－１７－７〒804-0031

山本　保孝072507
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TEL 092-565-8082

（有）安武機器 5,000 －4011無法

管１機１
福岡県那珂川市片縄北７－１１－７〒811-1203

福井　孝徳072511

TEL 0947-63-3338

美咲樹総業 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡大任町大字大行事１３９０－３〒824-0512

安武　政樹072519

TEL 0942-43-0758

鎗光畳店 －4002無個

内１
福岡県久留米市合川町１６－８〒839-0861

鎗光　克信072527

TEL 093-681-4272

（有）山﨑築炉 3,000 －4008無法

タ１機１
福岡県北九州市八幡東区祇園原町１２－５〒805-0066

尾崎　健太072531

TEL 0943-77-8470

（株）矢野組 10,000 －4002無法

建１大１
福岡県うきは市浮羽町西隈上６５６－１５〒839-1404

矢野　重明072534

TEL 092-323-2729

（有）八起産業 3,000 －4001無法

建１屋１
福岡県糸島市曽根７７０－５〒819-1561

田中　俊行072537

TEL 0944-87-2266

山善商会（有） 6,000 －4003無法

管１水１
福岡県大川市大字小保１２５〒831-0041

今村　純也072538

TEL 092-566-3378

（有）大和断熱 3,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市南区柏原１－１４－５〒811-1353

宮本　正光072545

TEL 092-933-8463

（有）山田設備工業 5,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡宇美町光正寺３－９－１８〒811-2123

山田　年治072547

TEL 093-473-3055

（有）ヤマウ興産 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区津田４－４－６〒800-0242

上田　ムツミ072552

TEL 092-952-0080

（有）山﨑組 3,000 －4011無法

左１
福岡県那珂川市大字成竹９１７－１〒811-1235

山﨑　英彦072553

TEL 093-452-0627

（有）山本工務店 3,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市小倉南区高野４－７－１１〒803-0275

河野　輝己072554

TEL 092-662-6280

ヤチヨ住建（有） 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区八田３－２９－５〒813-0031

松山　政彦072555
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TEL 0943-52-3218

（株）山口電気 10,000 －4007有法

土１電１管１通１水１消１
福岡県八女市星野村１３０９２－７〒834-0201

山口　正成072556

TEL 093-513-5566

（株）ヤマトホーム 10,000 －4008有法

土１建１
福岡県北九州市小倉北区大畠２－８－２３－３〒802-0026

冨永　一夫072557

TEL 0944-53-8080

山田建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市健老町２３－１〒836-0011

山田　純男072558

TEL 093-618-6627

ヤクシン開発（株） 10,000 －4008有法

土１と１舗１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－１３－８〒807-1145

安川　隆072559

TEL 092-327-2128

柳商会 －4001無個

土１と１舗１水１
福岡県糸島市志摩桜井１５２９－６〒819-1304

柳之内　悟072561

TEL 0948-42-4082

安永工業 －4010無個

と１
福岡県飯塚市赤坂８６１－８〒820-0106

安永　周一072564

TEL 0948-53-2991

山崎総建 －4010無個

土１建１と１舗１水１
福岡県嘉麻市上山田１２５０－９６〒821-0012

山崎　正三072566

TEL 0949-28-4803

（有）山岡建設 3,000 －4004無法

土１建１
福岡県直方市大字上新入１７６６ー２〒822-0033

山岡　国雄072573

TEL 092-946-2628

（有）山口製作所 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県古賀市薦野山ノ口４３３〒811-3122

山口　真一072577

TEL 093-621-1417

（有）山之上塗装工業 5,000 －4008有法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区穴生１－１５－１９〒806-0049

山之上　稔072580

TEL 093-871-2787

（有）山西建設 5,000 －4008無法

建１大１内１
福岡県北九州市戸畑区福柳木１－２－９〒804-0025

山西　正信072585

TEL 092-976-2801

安河内建設 －4001無個

建１と１
福岡県糟屋郡久山町大字山田７３－１〒811-2502

安河内　悟072586

TEL 092-976-2700

山野設備 －4001無個

管１水１
福岡県糟屋郡久山町大字久原２１２７－２〒811-2501

山野　久生072587
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TEL 093-941-5445

大和黄金建設（株） 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－５－１９－１０１〒802-0062

下川　友美072590

TEL 093-391-1825

宗林工務店 －4008無個

大１
福岡県北九州市門司区黄金町１１ー２６〒800-0027

山本　清治072591

TEL 092-926-2861

（有）山口鋼管 3,000 －4011無法

管１水１
福岡県筑紫野市岡田２－３６－３〒818-0013

山口　章広072593

TEL 093-621-1785

山口電気工事（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区紅梅３－４－３８〒806-0011

山口　浩介072598

TEL 0942-47-0635

弥永建設（有） 5,000 －4002無法

土１と１石１舗１水１
福岡県久留米市山本町耳納９０４〒839-0826

弥永　清072601

TEL 0947-26-0135

（有）山口工業 10,000 －4009無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡糸田町１４０２〒822-1322

山口　英樹072608

TEL 093-618-5556

（有）セフティーリード 5,000 －4008無法

土１と１塗１
福岡県北九州市八幡西区白岩町６－８〒807-1113

猪口　八重子073001

TEL 093-647-6027

（有）神新開発 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市若松区北浜１－２－２８〒808-0023

神野　光穂073003

TEL 093-613-2862

（有）岩谷塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区大平２－２－５〒807-0083

岩谷　光芳073008

TEL 0944-62-4418

板橋建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町上庄５７８－６〒835-0025

板橋　敏夫073011

TEL 093-618-5332

（有）飯浦電気商会 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区高江５－６－３７〒807-1152

飯浦　浩073021

TEL 093-871-6619

井上ビルド工業（株） 50,000 －4008無法

建２と２鋼２塗２防１内２
福岡県北九州市戸畑区牧山２－９－３〒804-0053

井上　龍雄073045

TEL 09496-2-3830

（有）池組 10,000 －4004無法

土１建１解１
福岡県鞍手郡小竹町大字新多４４１〒820-1104

池　裕見子073055
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TEL 092-925-5678

石内建設 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字萩原７４６－３〒818-0044

石内　和昭073064

TEL 092-751-2566

（株）礎建設 20,000 －4001無法

土２と２
福岡県福岡市中央区谷１－１０－２３〒810-0031

後藤　博史073065

TEL 092-608-6830

（有）石原通信建設 5,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県福岡市東区和白東３－１８－３－４〒811-0214

石　英智073070

TEL 092-936-0851

（有）池田製作所 3,000 －4001無法

鋼１板１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１８５－４６〒811-2112

森本　浩司073074

TEL 092-871-4167

石津造園 －4001有個

園１
福岡県福岡市早良区田村　４－１－５－３０５〒814-0175

石津　稚久073076

TEL 093-281-1580

（株）岩崎工業 10,000 －4008有法

管１機１清１
福岡県遠賀郡岡垣町大字山田７２９－１〒811-4221

岩崎　信一073079

TEL 093-617-4175

（有）岩本ボーリング工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区香月中央２－１４－５〒807-1102

岩本　　郎073083

TEL 092-804-0030

（株）糸山建設 21,000 －4001有法

建２塗２具２
福岡県福岡市早良区重留４－３－５〒811-1101

角田　芳博073084

TEL 0948-23-1603

（株）飯塚電設 30,000 －4010無法

電２
福岡県飯塚市大日寺１３１９－７〒820-0046

坂口　天志073091

TEL 092-584-0005

井上電気（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区日佐５－２３－２〒811-1313

井上　亮073103

TEL 0944-72-4473

今村電気工事 －4003無個

電１
福岡県柳川市佃町５１５－７〒832-0051

今村　博明073105

TEL 093-381-6318

（有）石田建設 3,000 －4008無法

土１建１と１解１
福岡県北九州市門司区西新町１－６－５〒800-0056

石田　潤一073108

TEL 0943-24-5028

（株）石橋組 30,000 －4007無法

土２建２と２舗１水１解２
福岡県八女市高塚２８１－１〒834-0034

石橋　健藏073121
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TEL 0942-72-6334

井手電気 －4002無個

電１
福岡県小郡市八坂４７２－１〒838-0133

井手　豊樹073135

TEL 092-936-1048

（株）岩切 10,000 －4001無法

土１と１舗１園１水１解１
福岡県糟屋郡志免町大字吉原５０２－３〒811-2208

岩切　修治073143

TEL 093-321-8025

（有）インターハウス捷 3,000 －4008無法

建１大１屋１鋼１内１
福岡県北九州市門司区葛葉２－８－３８〒800-0008

伊藤　捷治073145

TEL 092-952-1161

（有）板谷ガラス 3,000 －4011無法

ガ１
福岡県那珂川市西隈１－１０－１１〒811-1242

板谷　伸児073149

TEL 0942-31-4139

井手塗装（株） 10,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市東櫛原町４４５－２〒830-0003

髙松　雄史073152

TEL 0944-33-2488

（株）インテック 10,000 －4003無法

内１
福岡県三潴郡大木町大字横溝１６８０－１〒830-0405

松尾　泰博073157

TEL 092-806-5264

（有）伊都製作所 3,000 －4001無法

土１と１鋼１機１
福岡県福岡市西区大字飯氏９６３－１１－６０１〒819-0371

向江　幸司073173

TEL 0947-82-0635

（有）今村組 30,000 －4009無法

土１と１舗１水１解１
福岡県田川郡添田町大字添田１０３６〒824-0602

今村　ひとみ073174

TEL 092-691-1878

（有）池見土木工事 5,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市東区名子３－２４－２０〒813-0024

　野　幸司073179

TEL 093-613-3962

（有）今吉電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西４－１１－５〒807-0074

今吉　修一073180

TEL 0948-28-6320

（有）岩見建設 5,000 －4010無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県飯塚市小正１５１〒820-0089

岩見　義則073182

TEL 0940-42-5887

（株）井上工務店 13,000 －4008無法

建１
福岡県福津市津丸１１３６－１〒811-3222

井上　文代073187

TEL 092-565-6432

（有）池田建設 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区鶴田３－２１－３６〒811-1352

池田　達生073191
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TEL 093-691-0784

（株）イトデン 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城１－５－１０〒807-0801

伊藤　幸彦073192

TEL 092-938-2750

（有）因土木 5,000 －4001無法

土１舗１水１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻５６６－１〒811-2313

因　哲也073198

TEL 0942-47-0757

若宮工業 －4002有個

土１建１管１水１
福岡県久留米市草野町吉木２４８５－２〒839-0836

井上　秀隆073201

TEL 092-866-0155

（株）インテリア・ダン 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区田村４丁目１番８－１０１号〒814-0175

檀　辰一073202

TEL 0942-21-2347

（株）いとう工房 20,000 －4002無法

建２塗１防１
福岡県久留米市高良内町４５９６－２２〒839-0852

伊藤　督一073209

TEL 0943-54-2325

（有）井上商店 3,000 －4007有法

管１
福岡県八女市上陽町北川内２３－１〒834-1102

井上　壽073210

TEL 09437-5-3062

（株）稲富組 20,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県うきは市吉井町富永２０９５〒839-1333

稲富　慎太郎073215

TEL 093-951-6111

（有）インテリアタキヤマ 5,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉北区若富士町７－６〒802-0063

滝山　知明073219

TEL 093-616-1697

（有）トータルインフラテック 5,000 －4008有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸５－１６－９－２０１〒807-0851

金永　孝弘073220

TEL 0942-62-6100

（株）石の山本 20,000 －4002有法

石１
福岡県久留米市城島町楢津１２７８〒830-0211

山本　泰輔073223

TEL 093-741-1255

飯銅建設（株） 40,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市若松区大字蜑住１７６７－１〒808-0122

穗坂　謙次073224

TEL 0946-42-2307

石井通信建設（株） 10,000 －4006無法

と１電１通１
福岡県朝倉郡筑前町朝日６７２－２〒838-0227

石井　亮多073231

TEL 092-812-2260

（有）インテリアファミックス 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区野方２－１０－１０〒819-0043

内田　千博073233
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TEL 093-751-8115

（有）イワケン 3,000 －4008無法

建１塗１防１
福岡県北九州市若松区桜町２２－６〒808-0026

檜　和枝073238

TEL 093-451-0009

（有）池田建設 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区大字石原町３５４〒803-0185

池田　達也073241

TEL 092-322-0735

（有）アイワ 5,000 －4001無法

土１
福岡県糸島市加布里３－３－１〒819-1124

馬場　尭073248

TEL 0942-78-3257

（有）井上電気商会 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市北野町大城６２－２〒830-1104

井上　孝徳073249

TEL 093-654-1200

（株）イコーハウス 35,000 －4008有法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗１板２ガ２塗２防２内２絶２具２水１解２
福岡県北九州市八幡東区槻田２－２－３〒805-0031

井藤　俊二073261

TEL 0943-22-4718

（有）岩本住設 5,000 －4007無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県八女市吉田２０７８－５〒834-0006

江良　俊明073264

TEL 093-282-0221

日慶建設（株） 30,000 －4008無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県遠賀郡岡垣町東山田１－１４－８〒811-4220

岩本　吉男073268

TEL 093-691-0461

池田設備工業（株） 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区則松５－１２－１１〒807-0831

池田　貴洋073270

TEL 092-935-2915

（有）池辺電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石８６－１０６〒811-2221

池辺　剛士073273

TEL 092-483-1021

（株）イトー技建 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区東比恵１－３－１１　１階〒812-0007

山田　雅昭073274

TEL 0944-73-1444

（株）池上設備工業 20,000 －4003無法

土１管１水１
福岡県柳川市西蒲池１５〒832-0005

池上　直義073277

TEL 093-618-5173

（有）石松建設 3,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市八幡西区真名子１－１９－１２〒807-1144

石松　浩073280

TEL 092-581-9632

（有）石場建設 3,000 －4011無法

土１タ１
福岡県春日市紅葉ケ丘東３－２６〒816-0833

石場　博073284
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TEL 093-965-3335

岩永工業（株） 30,000 －4008有法

土１建２舗１水１解２
福岡県北九州市小倉南区徳力６－１５－１〒802-0974

岩永　透073292

TEL 0940-62-1013

（株）井上組 10,000 －4008無法

土１建１と１水１
福岡県宗像市上八８１３－１〒811-3513

井上　雅義073294

TEL 093-245-0268

（株）石松商店 10,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県中間市中間４－１３－３〒809-0034

石松　優治073298

TEL 0948-22-4948

岩永建設（有） 25,000 －4010有法

土２と２舗２水２解２
福岡県飯塚市菰田東１－３－３０〒820-0016

吉村　慎太郎073309

TEL 092-938-1851

（有）井川工業 51,596 －4001有法

解１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－７－３０〒811-2317

井川　博雄073314

TEL 092-710-5080

（株）ＩＮＯＵＥコーポレーション 4,000 －4001無法

土１舗１
福岡県福岡市東区多の津４－１６－１５〒813-0034

井上　寿裕073316

TEL 092-691-2712

（株）因幡工務店 40,000 －4001有法

建２大２と２屋２塗２防２内２解２
福岡県福岡市東区土井４－３－８〒813-0032

因幡　博孝073317

TEL 092-521-0978

（有）稲富商店 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区清川１－３－２〒810-0005

宮野　茂雄073318

TEL 092-874-2977

（株）岩下組 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市早良区次郎丸２－１２－６〒814-0165

岩下　勉073322

TEL 0940-42-0540

伊藤ボーリング工業（株） 10,000 －4008無法

管１井１
福岡県福津市中央２－２０－５〒811-3217

伊藤　慎一郎073334

TEL 092-691-2526

（有）井上畳店 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区青葉１－１５－１４〒813-0025

井上　隆志073338

TEL 0949-23-4345

井上組 －4004無個

土１建１
福岡県直方市下境３１６８－１〒822-0007

井上　光明073341

TEL 092-831-4092

（株）井上組 30,000 －4001無法

土１舗１水１
福岡県福岡市早良区西新２－７－２６〒814-0002

井上　眞治073343
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TEL 093-521-4096

（有）岩尾錺工店 12,000 －4008無法

屋１板１
福岡県北九州市小倉北区富野台９－８〒802-0033

岩尾　和信073350

TEL 0943-42-1135

（有）井上製作所 5,000 －4007無法

大１具１
福岡県八女市黒木町本分８５８－２〒834-1213

井上　裕樹073353

TEL 0979-22-2814

（有）今西石材 3,000 －4005有法

土１舗１解１
福岡県築上郡上毛町大字下唐原６７９－３〒871-0923

今西　義昭073354

TEL 0946-22-6776

（有）石井建設 20,000 －4006有法

土１と１管１舗１園１
福岡県朝倉市牛鶴１４３－３〒838-0024

石井　浅次073362

TEL 0943-54-3731

井上建築 －4007無個

建１
福岡県八女市上陽町北川内３８３３－１〒834-1102

井上　静夫073363

TEL 093-246-0333

板倉建設（有） 3,000 －4008無法

建１大１内１
福岡県中間市中尾４－３－１０〒809-0032

村田　純一郎073370

TEL 092-651-5300

（株）市岡 50,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－３－８〒812-0051

市岡　太郎073371

TEL 092-591-1844

（有）インテリア二十一 3,000 －4011無法

内１
福岡県春日市岡本７－７０〒816-0861

有馬　宏073372

TEL 092-932-1349

（有）入江正工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町宇美２－２－１〒811-2101

入江　正則073374

TEL 092-691-2550

（有）井上住建 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区土井４－６－２６〒813-0032

井上　一073377

TEL 0940-32-8951

（株）イワシタ舗道 10,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県宗像市緑町２８〒811-4172

岩下　年明073387

TEL 093-882-4357

（有）礒部建工 3,000 －4008有法

土１と１鋼１舗１
福岡県北九州市戸畑区中原西３－８－６〒804-0011

礒部　忠通073389

TEL 092-531-6628

稲永工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市中央区小笹３－１７－８〒810-0033

稲永　純子073391
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TEL 092-976-0646

（株）今任産建 10,000 －4001無法

土１建１と１管１舗１し１園１水１解１
福岡県糟屋郡久山町大字久原３５０１〒811-2501

今任　昌彦073396

TEL 0942-62-3550

（株）池田電気商会 20,000 －4002無法

電２通１
福岡県久留米市城島町内野３３０－５〒830-0204

池田　篤史073398

TEL 092-804-0583

（株）飯笹工業 20,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区西入部４－２２－５〒811-1121

飯笹　茂幸073400

TEL 0940-62-1557

（有）石松設備工業 5,000 －4008無法

土１管１井１水１
福岡県宗像市牟田尻１９３８－１〒811-3503

川端　隆宏073405

TEL 0948-23-1315

池田設備（株） 30,000 －4010無法

土１管２水１消１
福岡県飯塚市鶴三緒１１９５－１〒820-0014

池田　大助073408

TEL 092-804-0371

（有）岩下工務店 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市早良区早良４－３０－８〒811-1122

岩下　光弘073409

TEL 092-953-4006

（有）因幡製作所 5,000 －4011無法

機１
福岡県那珂川市今光１－１３７〒811-1211

因幡　博繁073410

TEL 0946-24-8611

石松建設（有） 8,000 －4006無法

土１建１と１舗１水１
福岡県朝倉市来春７６〒838-0069

石松　久幸073420

TEL 0949-28-7718

（有）井上設備 5,000 －4004無法

土１電１
福岡県宮若市竹原７９－１〒823-0012

井上　禮一郎073423

TEL 093-591-9701

石井工業（株） 10,000 －4008無法

管１鋼１内１機１
福岡県北九州市小倉北区井堀４－５－６－１２０２〒803-0835

石井　良市073427

TEL 092-801-0288

岩下建設（株） 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市早良区田隈３－６６－３〒814-0174

岩下　朝臣073429

TEL 0944-62-2280

今村建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町文廣１６２３－３〒835-0022

今村　輝壽073433

TEL 0949-33-2995

（株）石橋建設 46,000 －4004無法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県宮若市龍徳４１８－１〒823-0001

石橋　孝一073434
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TEL 092-951-3977

（株）岩田鉄筋工業 10,000 －4011無法

筋１
福岡県那珂川市大字埋金３５４－１〒811-1232

黒木　実073435

TEL 0944-53-0750

（株）池松電設 10,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市天領町３－２－３〒836-0054

池松　政雄073442

TEL 0943-54-2063

（有）井上工務店 3,000 －4007有法

土１建１舗１
福岡県八女市上陽町北川内４２１－１〒834-1102

井上　重信073443

TEL 0943-22-2347

（株）石橋工業 20,000 －4007無法

土２建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県八女市立野８５－６〒834-0051

田中　慎太郎073449

TEL 093-473-6490

池部工務店 －4008無個

建１大１
福岡県北九州市小倉南区朽網東２－２３－１２〒800-0232

池部　康平073455

TEL 093-381-3096

（有）インテリアコーノ 3,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市門司区稲積２－３－１０〒800-0048

川崎　成芳073458

TEL 093-871-4866

（株）礒部 20,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市戸畑区銀座２－３－３〒804-0076

礒部　和孝073460

TEL 0944-33-1009

池田商会 －4003無個

具１
福岡県三潴郡大木町大字横溝７５１－７〒830-0405

池田　健一073467

TEL 092-591-4273

（株）井口タタミフスマ店 10,000 －4011無法

内１
福岡県春日市宝町４－８－３〒816-0807

井口　剛073472

TEL 0942-52-5607

井上重建 －4007無個

土１
福岡県筑後市大字蔵数１０７４－１〒833-0054

井上　明浩073474

TEL 092-565-8755

（有）岩元鉄筋工業 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市南区大平寺２－１８－２７〒811-1354

岩元　忠隆073478

TEL 09496-2-6622

（有）飯塚技建 3,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市佐与２２３１－２〒820-1113

山本　猛073491

TEL 093-741-2128

（有）石橋建設 10,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市若松区大字乙丸７３６－３〒808-0134

石橋　直樹073492
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TEL 0942-72-4513

池内園芸 －4002無個

園１
福岡県小郡市小郡２２１１－５〒838-0141

池内　和征073493

TEL 0943-75-3552

（有）家永建設 3,000 －4002有法

建１
福岡県うきは市吉井町千年４７８－２〒839-1304

家永　浩史073497

TEL 093-881-7856

（株）伊音瓦店 10,000 －4008無法

屋１
福岡県北九州市戸畑区東大谷３－６－２３〒804-0031

伊音　清次073499

TEL 092-732-3316

（株）インテリアデコ 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区薬院２－１２－２２〒810-0022

萩尾　隆073504

TEL 093-617-1156

（有）今井建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区香月西４－２－２３〒807-1103

今井　政義073509

TEL 0944-72-7391

山門造園 －4003有個

園１
福岡県柳川市三橋町柳河５０９－２〒832-0806

井上　睦073510

TEL 092-591-2104

（有）一興電気 3,000 －4011無法

電１
福岡県春日市原町１－１１７－３〒816-0804

馬場　貢一073518

TEL 093-617-7883

（有）イケノウエ塗装 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区白岩町６－４３〒807-1113

池之上　学073521

TEL 093-602-6842

（有）インテリアベスト 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区浅川町２０－１０〒807-0879

山田　秀樹073522

TEL 092-807-8886

（有）今津建設 5,000 －4001無法

土１と１水１
福岡県福岡市西区今津３６６３〒819-0165

池　俊昭073527

TEL 092-631-2831

（有）岩田工業 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区千代５－５－９〒812-0044

岩田　正實073529

TEL 0930-56-0018

豊栄建設 －4005有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡築上町大字水原５０９－３〒829-0333

石川　　二073530

TEL 0940-43-3562

板橋電設 －4008無個

電１
福岡県福津市若木台６－１５－１５〒811-3221

板橋　俊治073535
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TEL 092-801-0451

（有）伊藤忠工務店 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市早良区野芥２－１４－１８〒814-0171

伊藤　忠雄073537

TEL 093-981-0596

（有）岩瀬工務店 3,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１塗１防１内１具１
福岡県中間市中鶴４－２１－１０〒809-0037

平田　輝公073538

TEL 093-791-3811

（株）池田冷熱工業 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区南二島２－７－１２〒808-0109

池田　政浩073548

TEL 092-541-7593

（有）池田社寺 3,000 －4001有法

屋１
福岡県福岡市南区玉川町１７－１９〒815-0037

池田　民哉073550

TEL 093-651-4096

（株）インテリアナカガワ 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡東区東山１－８－２６〒805-0026

中川　将司073559

TEL 0940-43-4768

ホームワカスギ －4008無個

建１
福岡県福津市手光１７９５－７〒811-3224

伊豆丸　隆雄073561

TEL 0948-42-0419

伊藤組 －4010無個

土１建１
福岡県嘉麻市鴨生１５６－８〒820-0206

伊藤　カズヱ073562

TEL 092-939-1094

（有）入江製作所 5,000 －4001無法

板１具１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４－６－２６〒811-2315

入江　利幸073573

TEL 092-892-2340

（株）岩室鉄工所 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市早良区四箇２－６－２９〒811-1103

岩室　浩二073575

TEL 0946-22-5370

（有）今福建設 3,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市屋永３１３１－１〒838-0031

今福　和哉073576

TEL 093-631-8617

（有）岩三工業 3,000 －4008有法

管１鋼１
福岡県北九州市八幡西区穴生４－１６－２－９０２〒806-0049

岩三　晴幸073577

TEL 093-612-8761

（有）井立組 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡西区小嶺３－１７－１６〒807-0081

井立　一雄073580

TEL 093-371-1904

（有）インテリアライフ 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市門司区永黒２－９－２２〒800-0017

齊藤　良治073582
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TEL 0949-28-3201

ヒカリ電機工業 －4004無個

電１管１機１
福岡県直方市神正町６－１〒822-0023

井口　晃073584

TEL 092-812-6835

（有）池工業 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区羽根戸５７０－１〒819-0038

池　政喜073586

TEL 09437-7-2413

（有）伊福綜合設備 3,000 －4002無法

管１水１消１
福岡県うきは市浮羽町三春２５２５－５〒839-1407

伊福　一大073589

TEL 092-935-0486

今泉建設（有） 5,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡志免町別府４－１４－１〒811-2205

今泉　弘一郎073590

TEL 093-246-3765

（有）イヌマル建設 6,000 －4008無法

土１建１
福岡県中間市通谷３－６－１１〒809-0018

犬丸　純一073594

TEL 092-323-8272

（有）板谷産業 6,000 －4001無法

土１と１園１解１
福岡県糸島市大門５８－７〒819-1564

板谷　光夫073600

TEL 093-221-1300

三基建設 －4008無個

土１と１石１舗１水１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３４－３７〒807-0141

井澤　義則073602

TEL 093-473-5403

（有）井川建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区下吉田３－２５－１０〒800-0203

井川　正夫073604

TEL 092-588-2288

（株）アイデックス 20,000 －4001無法

電２管１通１
福岡県福岡市博多区板付４－７－３５〒812-0888

山井　祐公073608

TEL 093-871-1008

（有）インテリア十字道 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市戸畑区天神１－１－３３〒804-0094

遠竹　浩蔵073609

TEL 093-474-6080

（有）岩田電機 7,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区大字長野１０１５－３〒800-0246

岩田　政司073615

TEL 0948-92-7561

（株）イシバシ 10,000 －4010有法

鋼１
福岡県飯塚市勢田字松尾２２７６－７〒820-1111

石橋　寛之073625

TEL 092-952-4589

（有）井上装飾 3,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市片縄西５－１１－１５〒811-1201

井上　勝美073638
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TEL 0948-53-3264

石原建設（株） 25,000 －4010無法

土２と２管２し２水２
福岡県嘉麻市下山田７１５－９〒821-0011

石原　葉子073640

TEL 0946-25-1242

井上技建 －4006無個

建１
福岡県朝倉市千手１６３－２〒838-0017

井上　平八郎073641

TEL 092-933-2644

伊藤建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡宇美町とびたけ３－１６－２１〒811-2107

伊藤　康喜073643

TEL 093-692-3838

（有）今住 10,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区浅川台３－１４－１３〒807-0875

今住　法明073653

TEL 0943-77-8702

（株）今村建設 10,000 －4002無法

建１大１と１管１塗１防１内１
福岡県うきは市浮羽町高見１０４７－１〒839-1406

西見　孝次073658

TEL 092-933-1424

（有）池渕タイル 3,000 －4001無法

タ１
福岡県糟屋郡宇美町貴船３－１０－２４〒811-2102

池渕　敏和073663

TEL 0947-45-7046

入生工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡川崎町大字池尻１４５３〒827-0002

入生　満073664

TEL 093-246-0504

（有）岩﨑電業 3,000 －4008無法

電１
福岡県中間市弥生１－４－２１〒809-0028

岩﨑　敏行073665

TEL 092-558-7854

（株）井上総電設 20,000 －4001無法

電２通１
福岡県福岡市博多区板付２－１４－１５〒812-0888

井上　結稀073669

TEL 0943-24-2733

井手建設 －4007無個

建１
福岡県八女市忠見９５４－１〒834-0014

井手　龍之助073674

TEL 0947-42-9570

（有）板持地盤工業 5,000 －4009有法

と１井１
福岡県田川市大字弓削田２２２－５３〒826-0041

板持　学073675

TEL 0930-33-4466

新栄開発 －4005無個

土１と１舗１水１
福岡県京都郡みやこ町上原１２５２－１〒824-0112

石川　只志073677

TEL 0948-24-0961

飯塚合同ガス（株） 15,300 －4010有法

管１
福岡県飯塚市伊川３０４－１４〒820-0054

須尭　正彦073684
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TEL 093-622-4448

（有）インテリアいとう 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－１６－８〒806-0045

伊藤　晋一073686

TEL 0943-54-2833

（有）井上組 10,000 －4007無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県八女市上陽町北川内２５２０－３〒834-1102

井上　政敏073688

TEL 092-504-2322

池田電設 －4011無個

電１
福岡県大野城市大城３－１６－１２〒816-0911

池田　利文073696

TEL 092-806-3171

（有）今津建材工業 3,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市西区今津４７９８－４５－５〒819-0165

山口　浩章073699

TEL 093-882-2270

（有）石田塗装工業所 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市戸畑区牧山４－１６－５〒804-0053

石田　秀文073701

TEL 0947-42-1486

（有）今川工務店 10,000 －4009無法

管１水１消１
福岡県田川市伊田町４－２５〒825-0015

吉田　善行073706

TEL 0942-27-3654

岩村建設（株） 33,000 －4002無法

土２と２舗２水２解２
福岡県久留米市安武町安武本２６９７－２〒830-0072

岩村　武典073707

TEL 092-511-8678

インテリアタシロ（有） 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区若久３－１０－１５〒815-0042

田代　勝彦073709

TEL 092-682-1811

伊藤建材（株） 10,000 －4001有法

建１左１タ１塗１内１絶１
福岡県福岡市東区多々良１－７－１９〒813-0033

伊藤　裕和073711

TEL 0930-22-8098

（有）石谷設備 8,000 －4005無法

土１管１鋼１
福岡県行橋市行事４丁目７－１２〒824-0001

石谷　寛073713

TEL 0946-22-3504

（株）一伸工業 20,000 －4006無法

土２と１管２舗１水２
福岡県朝倉市千代丸２２１－１〒838-0066

下村　雅伸073714

TEL 0948-29-3267

（有）泉工業 3,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市柏の森９２－１３〒820-0011

菅野　ちず子073716

TEL 0948-23-3907

（株）イワキン工業 40,000 －4010有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県飯塚市横田４８５－３〒820-0044

岩本　久美073717
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TEL 092-963-1654

（株）石蔵商店 30,000 －4001有法

大１左１と１石１屋１電１タ１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ丘２－５－１〒811-0119

石蔵　利治073730

TEL 092-942-3698

井手工務店 －4001無個

建１
福岡県古賀市谷山６９１〒811-3125

井手　和徳073731

TEL 092-935-1375

（有）今泉産業 3,000 －4001無法

土１管１舗１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木８９３－２〒811-2112

田邊　裕嗣073732

TEL 093-331-2020

石黒ガス（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１塗１水１
福岡県北九州市門司区東門司１－１６－２１〒801-0873

石黒　順073740

TEL 0979-82-5129

岩本塗装 －4005無個

塗１防１
福岡県豊前市大字松江９９７－２７〒828-0002

岩本　一博073745

TEL 092-512-8163

（株）石橋製作所 50,000 －4001無法

管１鋼１機１
福岡県福岡市南区桧原１－９－２４〒811-1355

石橋　佳幸073746

TEL 0947-85-8004

（有）井手上建設 3,000 －4009無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原３３６－１３〒827-0004

村坂　伸一073748

TEL 0944-87-1997

今里建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市西蒲池１３２６－３〒832-0005

今里　静夫073755

TEL 092-629-5000

（株）岩永産業 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区多の津４－７－２３〒813-0034

石田　和明073756

TEL 0943-32-4623

実義建設 －4007無個

土１と１舗１水１
福岡県八女郡広川町日吉１２７６－１６〒834-0111

池田　伊津子073758

TEL 0948-24-5215

岩井建設 －4010有個

土１
福岡県飯塚市津原１３８５－１〒820-0086

岩井　千秋073763

TEL 0942-47-1233

飯田建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市善導寺町飯田１３５４〒839-0824

飯田　憲治073767

TEL 092-862-2065

（株）いよなが 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区樋井川６－２９－８〒814-0153

彌永　善弘073768
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TEL 092-944-1111

（株）一木土木 20,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県古賀市日吉３－１６－５〒811-3106

一木　恒昭073777

TEL 092-806-6833

（株）イシキヨ 10,000 －4001有法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市西区今宿青木３６０－１〒819-0162

石橋　清073779

TEL 092-874-5112

（有）石川設備 5,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－２７－３１〒814-0165

石川　博行073780

TEL 093-201-5270

アルク建設 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡水巻町吉田東４－１０－５〒807-0045

入江　文敏073781

TEL 092-806-5001

（株）池幸 10,000 －4001有法

土１建１と１管１タ１舗１水１
福岡県福岡市西区大字太郎丸８８２〒819-0384

池　隆義073783

TEL 092-558-4832

（株）アイテック 10,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市博多区板付４－７－３５〒812-0888

伊藤　雄一郎073793

TEL 0949-33-3763

岩野塗装 －4004無個

塗１
福岡県宮若市鶴田１７９８－１９〒823-0002

岩野　百073796

TEL 093-632-8166

（有）泉商会 3,000 －4008無法

土１と１機１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水２－１０－１〒806-0051

松尾　俊和073802

TEL 0946-62-2224

（有）井上興業 20,000 －4006無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県朝倉市杷木古賀１５４２〒838-1513

井上　三雄073804

TEL 092-805-1560

（株）一光 10,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市西区周船寺３－８－１３－１０４〒819-0373

平田　美穂073806

TEL 0947-44-8284

池永電気 －4009無個

電１
福岡県田川市大字夏吉１１５５－４〒825-0004

池永　節男073810

TEL 093-964-3224

マクテクノス（株） 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区守恒４－２－１２〒802-0972

村上　浩二073817

TEL 0949-26-5733

サカエ防水 －4004無個

屋１板１塗１防１
福岡県直方市大字頓野１２４５ー８〒822-0002

井上　栄一郎073823
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TEL 0949-24-6064

（株）磯野 20,000 －4004有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２具２水２
福岡県直方市大字下新入６４３－１〒822-0032

磯野　眞樹073824

TEL 092-503-4155

（有）稲永組 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区東月隈３ー１４ー５〒816-0054

稲永　勝也073827

TEL 093-611-6374

（有）一成産業 3,000 －4008無法

土１建１
福岡県北九州市八幡西区上の原１－６－２０〒807-0071

西本　光輝073829

TEL 092-585-5158

（株）伊藤工業所 10,000 －4011有法

と１機１
福岡県大野城市仲畑４－４－１０〒816-0921

伊藤　新市073837

TEL 0942-62-2474

石川開発 －4002無個

と１解１
福岡県久留米市城島町六町原６１９〒830-0206

石川　英二073843

TEL 092-865-1456

（株）岩下建装 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市早良区田村４－１５－４８〒814-0175

岩下　祐士073847

TEL 0942-47-0329

（有）イズミ商会 3,000 －4002有法

土１と１
福岡県久留米市善導寺町与田５２１〒839-0823

坂井　雄二073851

TEL 092-862-8891

（有）稲葉工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区次郎丸６－７－６〒814-0165

稲葉　武司073852

TEL 0946-63-3388

（有）伊藤産業 3,000 －4006無法

土１と１管１解１
福岡県朝倉市杷木星丸１０２９－１〒838-1504

伊藤　十平073854

TEL 09437-6-4465

（株）生野組 20,000 －4002無法

土１と１舗１解１
福岡県うきは市吉井町江南４２６〒839-1341

生野　茂073855

TEL 093-245-8042

シン建築 －4008無個

建１
福岡県中間市大字垣生１９４２－１〒809-0001

稲田　進一073859

TEL 0944-32-0334

岩永板金工業 －4003無個

板１
福岡県三潴郡大木町大字上白垣８０４〒830-0404

岩永　美秋073864

TEL 0943-32-4749

（有）井手内装 3,000 －4007無法

内１
福岡県八女郡広川町大字新代９９６〒834-0115

井手　大志郎073868
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TEL 092-503-7188

廣建総（有） 3,000 －4011無法

塗１防１内１具１
福岡県大野城市御笠川２－１１－１３〒816-0912

岩橋　広信073871

TEL 0948-42-6902

（有）稲築環境衛生 3,000 －4010有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県嘉麻市平字十峠１４３８－５〒820-0203

大岩　伸光073876

TEL 0946-22-0123

（有）伊藤工管 3,000 －4006無法

管１
福岡県朝倉郡筑前町久光４９７－２〒838-0802

伊藤　節生073880

TEL 093-293-8064

（有）イナケン 3,000 －4008無法

タ１
福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡２１３０－１〒811-4302

稲井　惠一郎073881

TEL 093-741-6600

日東緑化 －4008有個

園１
福岡県北九州市若松区高須南５－３－６４〒808-0145

伊藤　良二073886

TEL 09496-2-7347

（有）インテリアもりふじ 3,000 －4004無法

内１
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳１６７ー２２４〒820-1101

森藤　保正073887

TEL 093-230-3182

（有）今村電気商会 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市若松区二島５－３－２０〒808-0103

今村　肇073890

TEL 0942-52-5350

（有）井上建設 3,000 －4007無法

建１
福岡県八女郡広川町大字広川１５１１－３〒834-0121

井上　次好073891

TEL 0944-86-7103

響建設 －4003有個

土１と１石１舗１
福岡県大川市大字大野島１９４３－２〒831-0045

今村　和博073893

TEL 093-222-3855

松木造園 －4008無個

園１
福岡県遠賀郡芦屋町江川台１６－９〒807-0142

松木　正実074019

TEL 092-834-6915

（株）前川商会 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市城南区七隈３－１６－２３〒814-0133

前川　秀人074031

TEL 093-603-5814

（有）松浦美装企画 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区浅川学園台３－２４－１〒807-0871

松浦　邦夫074033

TEL 0949-28-3955

丸龍産業（株） 40,000 －4004無法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県直方市大字中泉１１７４－８〒822-0011

渡邊　敏春074040
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TEL 092-271-0380

（株）前田工業 10,000 －4001有法

土１と１舗１機１
福岡県福岡市博多区大博町５－１４〒812-0033

前田　邦秀074050

TEL 0947-46-3553

（有）丸山組 33,000 －4009無法

建１と１
福岡県田川市大字伊加利１６３－３〒825-0001

丸山　信一074051

TEL 093-882-2811

大信興業 －4008無個

建１と１
福岡県北九州市戸畑区北鳥旗町６－９〒804-0075

松田　妙子074068

TEL 093-701-5522

（有）牧山組 20,000 －4008無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県中間市大字上底井野１１２８－１１〒809-0003

牧山　守074079

TEL 0940-42-2077

（有）松田住宅機器 3,000 －4008無法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県福津市日蒔野１－１６－８〒811-3209

松田　浩昭074085

TEL 093-581-5263

松尾塗装（株） 20,000 －4008無法

土２建２大２左２と２屋２タ２鋼２舗２板２塗２防２内２
福岡県北九州市小倉北区南丘１－２４－８〒803-0863

松尾　満義074087

TEL 092-621-9152

（有）松尾鉄工 15,000 －4001有法

建１鋼１内１
福岡県福岡市東区筥松２－６－６〒812-0061

松尾　千津子074101

TEL 092-606-8666

マツノデザイン店舗建築（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区和白６－２５－２１〒811-0202

松野　國一074103

TEL 093-962-9596

益田工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区大字志井３００－２〒802-0985

益田　元次074108

TEL 092-925-9668

丸源産業（株） 20,000 －4011有法

建２と２解２
福岡県筑紫野市桜台２－１１－１８〒818-0063

田中　勝則074110

TEL 0930-22-8749

増田電気商会 －4005無個

電１管１
福岡県行橋市大字今井２０９２－３〒824-0018

増田　正信074115

TEL 093-472-3066

（株）増田設備工業 10,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市小倉南区田原新町１－１２－１０〒800-0262

増田　憲明074120

TEL 0942-44-9833

松岡建設（株） 10,000 －4002無法

建１大１
福岡県久留米市山川追分１－５－７〒839-0814

松岡　一夫074127
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TEL 0944-52-2697

（株）前原電設 23,000 －4003有法

電２
福岡県大牟田市下白川町２－４２１－１〒837-0928

前原　亮074130

TEL 092-591-3010

（有）丸野工務店 6,000 －4011無法

建１電１
福岡県春日市天神山２－３７〒816-0855

丸野　憲一074140

TEL 0949-24-5500

（有）万永産業 15,000 －4004有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県直方市知古３－６－３０〒822-0022

池永　一馬074146

TEL 092-984-6128

丸久建材（株） 10,000 －4001有法

左１管１タ１内１
福岡県福岡市西区小戸４－５－２７〒819-0001

久我　佳史074148

TEL 092-572-0057

松田建設 －4011無個

建１
福岡県春日市須玖南１－６７〒816-0863

松田　昌寛074149

TEL 0946-42-5781

新善テック（株） 30,000 －4006無法

土２と２石２舗２し２水２解１
福岡県朝倉郡筑前町安野９０－２〒838-0213

富松　正寛074154

TEL 0942-34-0534

（株）丸辰塗装店 10,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市宮ノ陣町大杜１５０５〒839-0803

緒方　伸行074159

TEL 093-772-5075

（有）松本鉄筋 3,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市若松区大字小竹２１９０－１〒808-0108

松本　保074162

TEL 092-324-3585

（株）マイティー電設 14,000 －4001無法

電１通１
福岡県糸島市本１４０２－１１〒819-1151

三木　永子074164

TEL 092-962-4362

（株）松園特殊鉄工 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡新宮町上府北３－６－２５〒811-0123

松園　眞074169

TEL 0948-65-3131

（有）丸善瓦工場 3,000 －4010無法

建１屋１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２９１６〒820-0607

縄田　芳照074170

TEL 093-473-1997

（有）松尾板金工業 5,000 －4008無法

屋１板１
福岡県北九州市小倉南区東貫３－１８－４３〒800-0224

松尾　寛074173

TEL 0940-33-3777

丸善（株） 10,000 －4008無法

建１ガ１具１
福岡県宗像市朝町１７８５〒811-4161

樋口　剛志074176
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TEL 092-431-0756

（有）松尾電工社 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区美野島２－１１－１１〒812-0017

松尾　進074179

TEL 0944-56-9800

（株）松田工務店 10,000 －4003無法

大１
福岡県大牟田市大字手鎌６５０－１〒836-0004

松田　浩074181

TEL 092-938-8781

（有）松野工作所 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４－７－１〒811-2315

松野　學074184

TEL 093-882-9177

真矢緑化 －4008無個

園１
福岡県北九州市戸畑区西大谷１－５－３２〒804-0032

真矢　保治074188

TEL 093-651-2005

松田建設工業（株） 10,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市八幡東区東鉄町７－２〒805-0027

松田　孝徳074194

TEL 093-482-5161

（株）エムズ・フロンティア 5,000 －4008有法

建１大１石１屋１タ１鋼１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区本城東３－１３－５－１０２〒807-0815

牟田　一騎074196

TEL 0944-63-2637

（有）松本組 5,000 －4003無法

土１と１石１管１舗１水１解１
福岡県みやま市瀬高町上庄７６１－４〒835-0025

松本　高範074202

TEL 093-611-4616

松下建設 －4008無個

土１建１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区上上津役２－１３－８〒807-0072

松下　新一074208

TEL 0943-35-0070

松尾建設工業（株） 20,000 －4007無法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県八女市立花町白木６６１６〒834-0084

松尾　英樹074214

TEL 0947-32-3643

松井設備 －4009無個

管１水１
福岡県田川郡香春町大字香春１５９８〒822-1406

松井　節己074226

TEL 09437-5-3233

牧野鉄工 －4002無個

鋼１
福岡県うきは市吉井町新治２２９－８〒839-1306

牧野　泰明074227

TEL 092-943-2828

（有）松尾設備 20,000 －4001無法

土２管２水２
福岡県古賀市莚内１１６３〒811-3121

松尾　淳弘074228

TEL 0949-42-0804

（有）前田建設 20,000 －4004無法

土１建１と１管１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３３５９－３〒807-1312

前田　五月074232
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TEL 092-526-5061

（株）佳空間工房 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区平和１－２１－７０〒815-0071

松隈　佳074236

TEL 092-928-6088

（株）勝電設 10,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市国分３－９－２９〒818-0132

浦　勝利074238

TEL 09448-7-3410

（有）丸達建設 5,000 －4003無法

大１
福岡県大川市大字北古賀４９－２〒831-0032

古賀　忠勝074244

TEL 0942-72-7592

（有）前田住宅設備 3,000 －4002有法

土１管１水１
福岡県小郡市小板井３４６－３〒838-0143

前田　和久074248

TEL 092-811-2228

マエタ塗工店（有） 4,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区室見が丘１－１－１〒819-0030

前田　憲英074255

TEL 0944-52-5042

（有）真鍋造園 3,000 －4003無法

園１
福岡県大牟田市大字歴木４２０－１〒837-0924

真鍋　祐二074257

TEL 092-924-5755

眞鍋建設（株） 30,000 －4011有法

建２
福岡県太宰府市五条２－６－３４〒818-0125

眞鍋　栄司074258

TEL 092-892-2025

（株）馬渡ホーム 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区野方５－３９－２〒819-0043

馬渡　永実074260

TEL 0942-52-8837

松永建設 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字若菜８５１－１〒833-0047

松永　茂074262

TEL 092-711-1771

丸阿産業（株） 10,000 －4001有法

土１舗１し１
福岡県福岡市中央区荒戸１－５－１７〒810-0062

阿利　欽章074265

TEL 0947-46-0390

（有）マルイ産業 30,000 －4009有法

土１建１と２塗１解１
福岡県田川市大字伊加利１８０５－３６〒825-0001

稲富　貢074269

TEL 093-617-3935

（有）松信建設 3,000 －4008無法

土１建１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西３－７－３７〒807-1145

松尾　信晴074273

TEL 0949-54-0851

（有）松井産業 5,000 －4004無法

土１舗１水１
福岡県宮若市小伏４７１－２〒822-0132

松井　公人074279
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TEL 092-936-0879

（株）丸島電機 10,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡志免町大字吉原７６０－３〒811-2208

丸島　武史074283

TEL 093-771-7100

（株）マルヨシ 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市若松区浜町３－２－１０〒808-0024

吉田　直樹074286

TEL 092-864-9221

（有）松山表具店 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区友丘３－５－６〒814-0112

藤田　健治074287

TEL 093-471-9740

（有）丸能電気 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町２－１－５〒800-0207

杉本　博康074290

TEL 093-561-5458

松掛表具店 －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉北区田町３－８〒803-0817

道免　美紀江074292

TEL 0930-23-1975

松蔭技建 －4005無個

土１と１石１舗１し１水１
福岡県京都郡苅田町大字稲光８４８〒800-0337

松蔭　静雄074299

TEL 0943-23-4355

牧野電気工事（株） 20,000 －4007無法

電２消１
福岡県八女市本町２５４－５〒834-0031

牧野　紘實074301

TEL 092-882-3472

（株）升田石材 10,000 －4001無法

左１石１タ１防１内１
福岡県福岡市西区福重４－３－２８－１〒819-0022

升田　要074307

TEL 093-642-1771

（株）丸山建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区陣原３－１５－４〒807-0821

丸山　修治074313

TEL 092-935-2328

毎原工業 －4001無個

左１
福岡県糟屋郡志免町東公園２－１１－１９〒811-2241

毎原　重記074316

TEL 0944-87-1256

（株）丸哲木工 30,000 －4003無法

大１内１具１
福岡県大川市大字酒見字宮内５９２－２〒831-0016

加藤　明徳074317

TEL 093-451-0538

丸栄化工（株） 30,000 －4008有法

大１左１石１屋１管２タ１板１ガ１塗１防１内１機２絶１具１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺９１０〒803-0186

松岡　春喜074318

TEL 092-411-5001

丸善不動産（株） 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－２－２５〒812-0013

大坪　貴伸074323
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TEL 0944-88-1458

馬渕工業 －4003無個

と１
福岡県大川市大字郷原１１２－１〒831-0028

馬渕　壽074324

TEL 0948-22-7574

松本塗装店 －4010無個

塗１
福岡県飯塚市小正４５４－３〒820-0089

松本　正之074331

TEL 093-641-1155

（株）マルエス電機 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水１－５－３４〒806-0051

萩尾　直子074334

TEL 093-473-3030

（有）ｍ．ｃ 3,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市小倉南区中曽根東３－３－５８〒800-0213

前濵　隆治074337

TEL 093-571-1884

（株）丸善設備 40,000 －4008無法

土１と１管２舗１水１消１
福岡県北九州市小倉北区鋳物師町２－２〒803-0821

山本　慎一074339

TEL 093-245-0587

（有）松木建設 3,000 －4008無法

建１大１
福岡県中間市大字上底井野７３３－５〒809-0003

松木　辰郎074341

TEL 0940-42-1329

松尾造園 －4008有個

園１
福岡県福津市若木台２－１－１９〒811-3221

松尾　憲介074347

TEL 092-957-8811

松本設備 －4001無個

板１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１０８６－１〒811-2112

松本　学074362

TEL 093-591-0129

マスイ樹脂機工 －4008無個

防１
福岡県北九州市小倉北区中井口４－３６〒803-0083

桝井　康夫074366

TEL 093-471-6833

（株）マルショー鉄筋工業 30,000 －4008有法

筋１
福岡県北九州市小倉南区沼南町３－１１－１６〒800-0205

古澤　英樹074370

TEL 092-873-5788

（株）丸木建設 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市早良区有田５－７－６〒814-0033

木原　正男074371

TEL 0944-86-5269

（有）丸一建設 5,000 －4003有法

建１
福岡県大川市大字大野島１５８０－１〒831-0045

野田　浩司074374

TEL 0947-22-1293

（有）松操 3,000 －4009無法

建１
福岡県田川郡福智町金田２８４〒822-1201

松本　元気074378
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TEL 0947-42-0350

（有）松家電気 3,000 －4009無法

電１消１
福岡県田川市丸山町１６－１１〒826-0033

松家　治慶074380

TEL 093-921-5413

マツキ工務店（有） 3,000 －4008無法

土１管１水１消１
福岡県北九州市小倉北区萩崎町７－３〒802-0066

吉永　茂樹074386

TEL 0944-67-2305

（株）松尾組 30,000 －4003無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県みやま市高田町舞鶴３１３〒835-0131

松尾　弘道074388

TEL 092-933-7688

（株）松山建設 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷４３－１〒811-2115

松山　藤光074398

TEL 0948-24-8588

マツゲン －4010無個

建１
福岡県飯塚市潤野７８２－１３〒820-0021

松元　和　074399

TEL 093-967-8199

（有）マツオ技建 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉南区葛原３－１９－６９〒800-0251

松尾　幸司074403

TEL 0948-82-4570

松尾建設（有） 10,000 －4010無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１園１水１解１
福岡県飯塚市有安４４〒820-0111

高木　啓司074408

TEL 093-383-8037

（有）松本技建 3,000 －4008無法

土１建１と１解１
福岡県北九州市小倉南区北方１－１－４１〒802-0841

松本　慎太郎074410

TEL 0944-76-3791

松藤建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町明野１６１３〒839-0251

松藤　近吉074414

TEL 0947-44-0265

（有）誠工業 3,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川市大字伊田４９６－１〒825-0002

野村　清隆074419

TEL 093-961-5196

（有）松岡内装 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園１－１１－１〒802-0814

松岡　秀樹074420

TEL 092-851-1632

（有）マツモト建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区小田部５－１３－７〒814-0032

原田　浩之074427

TEL 0943-32-5872

（有）丸の内建設 3,000 －4007有法

土１建１
福岡県八女郡広川町広川４０５－３〒834-0121

内藤　秀典074429
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TEL 0944-72-6461

待鳥建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市南浜武５６８－２〒832-0083

待鳥　清日孝074430

TEL 092-661-7112

（有）眞純産業 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区舞松原１－１－３７〒813-0042

津崎　悠074432

TEL 0944-22-5801

（株）松田組 30,000 －4003有法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県みやま市高田町田尻９２７－１〒839-0224

松田　耕志074435

TEL 0949-55-8388

（株）マーブル 10,000 －4004無法

建１石１
福岡県宮若市竹原４０－４〒822-0142

室園　裕治074436

TEL 092-952-5185

（有）真鍋建設 7,000 －4011無法

土１水１
福岡県那珂川市大字市ノ瀬５４６－３〒811-1233

真鍋　廣視074447

TEL 0947-22-5248

円山工務店 －4009有個

土１建１大１と１舗１塗１防１内１水１解１
福岡県田川郡福智町伊方３９２７－４０〒822-1211

丸山　勇吉074452

TEL 092-807-7199

（株）マツオコンストラクション 10,000 －4001有法

管１舗１水１
福岡県福岡市西区大字桑原１１１５－１〒819-0382

松尾　睦子074456

TEL 09437-5-3438

松浦建設 －4002無個

建１大１
福岡県うきは市吉井町生葉１８６－１〒839-1342

松浦　憲治074460

TEL 0944-72-5220

マルサン船舶工業（株） 10,000 －4003有法

塗１
福岡県柳川市三橋町今古賀２６２－３〒832-0823

川口　力孝074463

TEL 0944-53-5508

（株）マツエイ 10,000 －4003無法

土１と１塗１防１
福岡県大牟田市天領町１－３０３〒836-0054

松本　康弘074468

TEL 0942-47-5275

丸山管工事（株） 35,000 －4002無法

土２と２舗２水２
福岡県久留米市善導寺町飯田１３１１－１〒839-0824

丸山　良一074479

TEL 0940-62-4770

マルナカ石材（株） 10,000 －4008有法

土１石１
福岡県宗像市多禮７５－３〒811-3507

中村　節子074490

TEL 093-961-6931

（有）松田工務店 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区下石田１－１０－２２〒802-0832

松田　典保074491
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TEL 0948-53-0032

（有）前建工業 3,000 －4010無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉麻市上山田１２４４－２〒821-0012

柴田　直美074492

TEL 092-681-3927

真崎施設（株） 20,000 －4001無法

土２管１水２
福岡県福岡市東区松崎２－１０－２〒813-0035

黒木　義弘074493

TEL 0942-43-0015

（株）マーブル 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市山川追分２－３－５〒839-0814

髙木　久幸074509

TEL 092-531-6089

（有）マコト建設 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市城南区長尾３－２２－３〒814-0123

野中　寛074510

TEL 093-391-9228

松坂工務店 －4008無個

内１
福岡県北九州市門司区社ノ木１－７－１４－２０２〒800-0054

松坂　智行074511

TEL 0948-82-1458

（有）丸徳電機商会 3,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市有安２７６〒820-0111

浅田　芳晴074514

TEL 0949-24-0225

ゆりの松井工務店 －4004有個

土１建１
福岡県宮若市龍徳６３１－２〒823-0001

松井　政信074519

TEL 0944-86-2707

（株）丸正工業 10,000 －4003無法

土１管１舗１し１園１井１水１消１
福岡県大川市大字一木３０８－１〒831-0034

江頭　正見074521

TEL 093-481-2260

（株）丸徳工業 40,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区大字畑２１４５－１９〒800-0112

本田　ヒロ子074522

TEL 0942-21-1171

前畑工事（株） 10,000 －4002有法

屋１
福岡県久留米市国分町１４４１－８〒830-0863

前畑　良二074525

TEL 092-413-0103

（株）丸富 10,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１０－２６〒812-0016

入江　和彦074527

TEL 093-434-5239

（株）マツモト 35,000 －4005無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県京都郡苅田町港町２１－５〒800-0315

松本　利男074532

TEL 093-921-9314

（株）松崎溶接工業 3,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県北九州市小倉北区白銀１－１０－１９〒802-0074

松崎　保彦074536
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TEL 093-551-4722

（株）丸秀産業 10,000 －4008無法

土１建１管１
福岡県北九州市小倉北区赤坂１－１－１０〒802-0032

岡嵜　秀人074537

TEL 0943-32-5195

（有）丸山設備 3,000 －4007無法

土１管１水１
福岡県八女郡広川町大字広川３８－１〒834-0121

丸山　敬次074542

TEL 0947-46-2005

丸塚工務店 －4009無個

建１
福岡県田川市大字弓削田８７２〒826-0041

丸塚　實津夫074548

TEL 092-937-0801

（株）マルシン 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２４３－１〒811-2112

裏川　照夫074557

TEL 0942-45-5801

（有）丸一設備 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市御井町９７０－３１〒839-0851

髙倉　泰夫074559

TEL 093-921-7583

（有）松崎組 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区八幡町７－８〒802-0805

松崎　一男074560

TEL 0947-42-3802

（有）マルヘイ住宅 3,000 －4009有法

土１建１
福岡県田川市大字川宮９２２－２２〒826-0042

山下　英明074571

TEL 093-235-5535

（有）前山興業 5,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市小倉北区泉台３－１０－１４〒803-0842

前山　夏美074573

TEL 0949-28-3252

丸公産業（株） 40,000 －4004無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２防２内２水２
福岡県直方市知古１－６－１８〒822-0022

今井　公人074578

TEL 0947-45-1526

（有）牧野電気設備 3,000 －4009無法

電１
福岡県田川市大字伊田１４１９－１８〒825-0002

牧野　晃074579

TEL 0942-39-3551

（有）松雪重設 3,000 －4002有法

管１機１
福岡県久留米市梅満町１６３８－１〒830-0048

松雪　恒信074594

TEL 093-751-1175

丸久産建（株） 40,000 －4008無法

土２と２舗２し２水２
福岡県北九州市若松区大字小竹１９１１－３〒808-0008

白石　清美074595

TEL 0949-32-4601

丸中園材工芸（株） 10,000 －4004有法

土１
福岡県宮若市倉久３４３１〒823-0017

中村　浩太074596
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TEL 092-926-5452

（有）松尾建築工業 3,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市大字山家２７７５－１４〒818-0003

松尾　藤樹074603

TEL 092-713-4730

松原デザイン事務所 －4001有個

建１
福岡県福岡市中央区赤坂１－２－６－５０２〒810-0042

松原　吉崇074605

TEL 0949-52-3425

松原工務店 －4004無個

左１
福岡県宮若市山口１００７－８〒822-0153

松原　昭治074609

TEL 092-847-1938

（有）松井工務店 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市早良区小田部３－２５－２６〒814-0032

松井　孝一074610

TEL 093-662-0247

（有）毎日興産 10,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区陣山２－５－９〒806-0012

諸永　桂子074611

TEL 0947-22-3217

（有）誠建設 5,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡福智町伊方２７３７〒822-1211

吉田　操074612

TEL 0930-54-0327

（有）丸山建設 10,000 －4005無法

土１建１と１石１舗１し１園１水１
福岡県築上郡築上町大字伝法寺１４８９〒829-0122

丸山　周一郎074615

TEL 092-571-5051

（有）松尾工務店 3,000 －4011有法

土１建１大１と１屋１管１内１解１
福岡県春日市須玖南６－６７〒816-0863

松尾　邦康074618

TEL 0930-22-2121

マルヰガス行橋（株） 30,000 －4005有法

土１管１水１
福岡県行橋市北泉５－９－１２〒824-0033

渡邉　豊文074619

TEL 092-323-8853

（有）丸武建設商事 3,000 －4001無法

と１
福岡県糸島市井原２５４７〒819-1582

田中　武文074623

TEL 0949-42-3238

福秀建設 －4004無個

土１建１と１舗１水１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７９９ー４〒807-1312

松原　新政074630

TEL 0942-38-6990

マインド建築（株） 15,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市天神町１３３〒830-0033

藤﨑　正敏074634

TEL 092-552-3850

（株）マース 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区樋井川３－２９－３〒814-0153

市野瀬　裕司郎074636
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TEL 0944-62-7556

伸栄建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市山川町原町３５－１〒835-0115

松尾　伸一074638

TEL 093-652-1090

（有）前田瓦工場 3,000 －4008無法

屋１
福岡県北九州市八幡東区山路１－２０－１９〒805-0035

前田　優074639

TEL 0942-44-6488

丸山都市開発（株） 20,000 －4002無法

土１建１と１舗１解１
福岡県久留米市東合川町４３３－１〒839-0807

丸山　和彦074640

TEL 0944-86-7638

（有）丸武電気工事 10,000 －4003無法

電１管１
福岡県大川市大字紅粉屋７０６〒831-0044

井口　勝仁074643

TEL 092-328-1146

松尾建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩久家２４７０－４〒819-1331

松尾　大作074647

TEL 092-946-2286

（有）マックス 8,000 －4001有法

土１大１と１石１管１タ１鋼１筋１舗１し１水１
福岡県古賀市薬王寺１０１０〒811-3124

松　　一孝074648

TEL 093-282-7416

（有）前川建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡岡垣町大字高倉６６３－１〒811-4234

前川　宏074649

TEL 092-623-0053

（有）前田開発 10,000 －4001有法

土１舗１
福岡県福岡市東区松田３－１０－１３〒812-0064

前田　和夫074650

TEL 0948-92-0011

（有）まつよし 5,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市口原９８１〒820-1114

髙取　和生074652

TEL 092-953-2803

（有）芳野建設 3,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市大字山田５０４－１〒811-1244

芳野　五男075013

TEL 093-611-4008

（株）頼本工務所 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町１－７－１７〒807-0842

荒牧　則幸075031

TEL 0944-53-6667

吉永建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市上屋敷町１－１１－７〒836-0072

吉永　和生075036

TEL 093-651-2988

（有）吉鹿襖製作所 8,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡東区大蔵２－１０－１８〒805-0048

吉鹿　勇介075038
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TEL 0943-72-3518

吉岡植木園 －4002有個

園１
福岡県久留米市田主丸町地徳２３７７－１〒839-1214

吉岡　孝治075039

TEL 092-938-5326

（有）横田電設 5,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西３丁目１０－２２〒811-2316

横田　誠075041

TEL 092-761-2754

吉村商事 －4001無個

と１
福岡県福岡市中央区天神３－８－２６〒810-0001

吉村　初075049

TEL 092-936-3697

陽代工業（株） 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木５３５－１０〒811-2112

遠山　健075055

TEL 092-923-2340

（株）吉村産業 20,000 －4011無法

土２と２解２
福岡県筑紫野市大字立明寺３２８〒818-0042

吉村　俊之075062

TEL 0944-51-3639

（株）吉田住建 20,000 －4003無法

土１建１
福岡県大牟田市浜田町２６－１４〒836-0026

吉田　親房075073

TEL 0930-22-1351

（有）吉村組 20,000 －4005無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
福岡県行橋市大字金屋３６８－１〒824-0004

吉村　敏弘075076

TEL 0930-22-0996

（有）吉元塗装工業 5,000 －4005無法

建１大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県行橋市北泉２－１５－２１〒824-0033

吉元　新太郎075080

TEL 092-861-3094

（有）吉本工務店 5,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市早良区賀茂１－４８－２５〒814-0164

吉本　昭徳075082

TEL 092-606-5251

（有）米谷表具店 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区三苫１－５－８〒811-0201

米谷　勝己075083

TEL 092-691-5016

（有）米山鉄筋工業 5,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市東区土井４－２０－７〒813-0032

米山　友喜075084

TEL 093-381-8219

（有）吉峯工務店 5,000 －4008無法

建１大１屋１
福岡県北九州市門司区藤松１－２１－２〒800-0047

末吉　孝德075087

TEL 0944-54-4365

（有）吉田鉄工 3,000 －4003無法

土１と１管１鋼１舗１機１水１
福岡県大牟田市浜町８－１〒836-0021

吉田　盛樹075088
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TEL 0946-62-0685

ヨシオハウジング（有） 5,000 －4006有法

建１
福岡県朝倉市杷木星丸７７８〒838-1504

小嶋　剛生075090

TEL 093-223-3439

（有）吉岡緑化 5,000 －4008無法

土１園１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿１３０６－１〒807-0141

吉岡　学075094

TEL 093-962-0890

（有）吉田鉄建工業 3,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－７－２２〒802-0821

吉田　貞雄075100

TEL 0942-43-0201

（株）吉満工業 10,000 －4002無法

電１管１機１
福岡県久留米市御井旗崎２－１１－６〒839-0841

吉川　凌子075103

TEL 093-641-6006

建設業ヨシダ －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水２－７－１５〒806-0051

吉田　晴吉075109

TEL 0948-42-4788

吉原組 －4010無個

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県嘉麻市平１６１０〒820-0203

吉原　幸雄075117

TEL 0944-53-8777

（有）吉田緑地建設 3,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１園１水１
福岡県大牟田市天領町１－３０４－３〒836-0054

吉田　惠輔075120

TEL 092-692-9530

（有）柴田工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市美郷１１８〒811-3100

柴田　隆洋075121

TEL 0940-42-0318

横大路建設（株） 40,000 －4008無法

建１
福岡県福津市西福間３－３７－３４〒811-3219

横大路　寛075122

TEL 0940-32-5304

吉田建築工房（株） 10,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県宗像市陵厳寺２－２－６〒811-4145

吉田　潤075125

TEL 092-565-7547

（有）ヨシヅミ 7,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区桧原４－５－８〒811-1355

吉積　康尊075126

TEL 092-836-5722

（有）吉岡工務店 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市西区小戸４－２９－４６〒819-0009

吉岡　正朗075128

TEL 093-281-3770

（有）吉田工務店 5,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県遠賀郡岡垣町大字吉木１５５３〒811-4211

吉田　勝美075129
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TEL 092-928-4166

（有）吉松舗装工業 3,000 －4011無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県太宰府市吉松１－８－１〒818-0138

尾田　覚男075139

TEL 092-804-2523

（有）吉川建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区内野２－９－５〒811-1123

吉川　勝075154

TEL 092-212-5051

（有）米倉板金 5,000 －4001無法

屋１板１
福岡県福岡市南区日佐５－１２－１３〒811-1313

米倉　淳二075160

TEL 0942-64-2016

（有）吉川設備 5,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市三潴町高三潴１１０５－２〒830-0103

吉川　敏博075161

TEL 0949-55-2345

吉岡設備 －4004無個

土１管１水１
福岡県宮若市金丸７４７－１０〒822-0111

吉岡　昭一075162

TEL 092-326-5420

（株）吉建 20,000 －4001無法

土２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県糸島市二丈吉井１５３３－２〒819-1641

吉住　淳一075166

TEL 092-713-8629

ヨシダデザイン事務所 －4001無個

内１
福岡県福岡市中央区大手門２－４－１８－３０２〒810-0074

吉田　齊075176

TEL 0944-74-0959

（有）吉開住設工業 5,000 －4003無法

管１水１
福岡県柳川市三橋町白鳥４８８－１〒832-0815

吉開　淳一郎075178

TEL 0948-22-2764

（有）横山プレス瓦 5,000 －4010無法

建１屋１
福岡県飯塚市忠隈４６５－１〒820-0071

横山　正憲075181

TEL 092-935-2732

（有）吉原電工社 3,000 －4001無法

電１管１通１
福岡県糟屋郡志免町桜丘５－８－９〒811-2201

幸　貴文075184

TEL 093-381-0747

（有）横畠硝子店 3,000 －4008無法

建１ガ１内１具１
福岡県北九州市門司区黄金町１０－１６〒800-0027

横畠　勝彦075187

TEL 092-933-5189

横山工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡宇美町原田３－３２－９〒811-2132

横山　寿儀075189

TEL 09493-2-0577

吉村組 －4004無個

土１建１と１舗１解１
福岡県宮若市磯光３３８〒823-0004

吉村　修治075191
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TEL 093-661-8830

（有）吉電工 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区春の町５－５－１－２０４〒805-0050

吉永　英隆075194

TEL 092-933-5573

（有）ヨシキン工業 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵６７０〒811-2113

吉松　安雄075195

TEL 093-692-6018

（有）ヨシアキ建設 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区陣原５－１１－１６〒807-0821

末吉　己喜夫075199

TEL 093-372-4704

（有）米山商会 3,100 －4008有法

消１
福岡県北九州市門司区柳町４－９－８〒800-0025

鬼石　一夫075200

TEL 092-935-7476

（有）吉武設備工業 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県糟屋郡志免町桜丘２－１６－２〒811-2201

吉武　勝則075214

TEL 092-976-2385

吉村工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡久山町大字猪野９４０－１４〒811-2503

吉村　修三075218

TEL 092-611-2089

ヤマキ建装（株） 10,000 －4001無法

建１ガ１内１
福岡県福岡市東区社領２－１９－３１〒812-0068

武藤　俊介075219

TEL 093-583-3644

吉浦興産（株） 25,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県北九州市小倉北区菜園場２－６－１０〒803-0823

吉浦　智之075221

TEL 092-946-3617

（有）吉住工業 3,000 －4001無法

左１
福岡県古賀市薦野１３２３〒811-3122

吉住　憲二075223

TEL 092-932-3314

（有）吉村空調 3,000 －4001無法

板１
福岡県糟屋郡宇美町原田１－１６－２８〒811-2132

吉村　博之075229

TEL 092-980-5473

（株）吉建 10,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区西月隈３－１１－３８〒812-0857

岡本　如寛075231

TEL 0979-83-2904

（有）吉田建設 3,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県豊前市大字久路土３３４－１〒828-0048

奥村　健二075235

TEL 0979-88-3353

（有）となり建設 10,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県豊前市大字山内２１４－１〒828-0071

戸成　祥平075237
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TEL 0930-33-3475

吉留建設 －4005無個

土１建１と１管１舗１塗１防１水１解１
福岡県京都郡みやこ町綾野１２７－１〒824-0104

吉留　和己075238

TEL 093-471-3526

（有）吉丸設備工業所 8,500 －4008無法

土１管１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区朽網東２－８－２６〒800-0232

上村　豊075239

TEL 0947-22-5115

カイシン工業 －4009無個

土１大１左１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１消１解１
福岡県田川郡福智町金田６５５－８〒822-1201

吉海　克寛075244

TEL 0942-55-3971

吉原住設 －4002無個

管１
福岡県久留米市白山町３７１－８〒830-0041

吉原　勇075245

TEL 093-283-2042

吉田住建 －4008有個

建１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１２－８〒811-4236

吉田　常男075246

TEL 0948-23-5788

（有）吉田工務店 3,000 －4010無法

具１
福岡県飯塚市上三緒３４６－７９〒820-0013

吉田　育司075247

TEL 092-804-0891

吉岡土木 －4001無個

土１と１石１舗１水１
福岡県福岡市早良区内野５－１１－２１〒811-1123

吉岡　泰尚075248

TEL 092-573-4069

金親工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区弥永４－１１－３〒811-1323

横田　金親075262

TEL 092-864-1816

ヨネカワ電気システム（株） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区次郎丸２－３－１４〒814-0165

米川　六十075264

TEL 092-861-3079

吉川建築工房 －4001有個

建１内１
福岡県福岡市早良区野芥６－２９－２５－３〒814-0171

吉川　茂敏075265

TEL 092-891-3754

吉田組 －4001無個

左１
福岡県福岡市西区内浜２ー３１ー１〒819-0005

吉田　政美075266

TEL 092-963-0931

（有）吉村電気商会 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡新宮町大字三代６１６－３〒811-6111

吉村　慎一075268

TEL 0947-26-3682

　野工務店 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡糸田町２９５３－７７〒822-1313

　野　浩二075277
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TEL 092-883-6311

（有）米川電業社 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区拾六町２－１８－１〒819-0041

米川　正幸075287

TEL 093-618-4271

吉岡工業 －4008無個

と１解１
福岡県北九州市八幡西区岩崎３－１－１８〒807-1153

吉岡　正弘075292

TEL 0930-33-3603

金子建設 －4005有個

土１と１舗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町豊津２１７６－１７〒824-0121

金子　隆二076002

TEL 0940-36-1503

金丸建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県宗像市村山田１０３８〒811-3434

金丸　和子076006

TEL 0948-28-2766

（有）かの住建 5,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市伊岐須１４８〒820-0053

狩野　眞佐代076019

TEL 093-434-3131

（株）河本商事 20,000 －4005有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県京都郡苅田町港町３０－７〒800-0315

河本　啓次076022

TEL 093-761-7341

（有）下枝工務店 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市若松区畑谷町１７－４〒808-0055

下枝　繁樹076044

TEL 0948-22-1267

（有）嘉麻建具産業 3,000 －4010無法

具１
福岡県飯塚市上三緒１－６８〒820-0013

竹内　剛076052

TEL 0942-47-3128

上川塗装工業 －4002無個

塗１
福岡県久留米市草野町吉木２５１８ー１〒839-0836

上川　義男076055

TEL 093-282-3690

（株）河村建設 20,000 －4008無法

土１建１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１園１具１水１解１
福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切１６１１－５〒811-4222

河村　載和076057

TEL 092-936-0919

（有）河津内装 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１８４－２３〒811-2112

河津　豊076080

TEL 093-522-1621

（有）カトー創美 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区浅野２－９－８〒802-0001

加藤　百合子076086

TEL 0942-47-0342

（有）川上鉄建工業 5,000 －4002無法

建１鋼１
福岡県久留米市善道寺町飯田８１６－４〒839-0824

江頭　高夫076087
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TEL 0940-36-3394

（有）三愛 3,000 －4008有法

土１舗１
福岡県宗像市東郷３５１－５〒811-3436

金石　龍広076096

TEL 0940-42-2716

（株）片岡建設 20,000 －4008無法

建２
福岡県福津市本木１１４９〒811-3203

片岡　辰志076102

TEL 0946-62-0562

（有）梶原工建 20,000 －4006無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２園１水２解２
福岡県朝倉市杷木寒水１９－６〒838-1512

梶原　俊宏076107

TEL 092-807-3355

カツミ工業（株） 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市西区富士見１－１－１９－１０５〒819-0387

坂本　勝巳076108

TEL 0942-26-3315

（株）笠組 15,000 －4007無法

土１建１大１と１
福岡県八女郡広川町大字藤田１２８０－３〒834-0123

渡辺　幸治076112

TEL 0947-46-0547

加蘭塗装工業 －4009無個

塗１
福岡県田川市大字奈良１９８－５〒826-0043

加蘭　光徳076114

TEL 093-223-0402

（有）環境整備センター 5,000 －4008有法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１４４８〒807-0133

永野　孝明076125

TEL 0948-57-3261

（有）嘉穂園芸 3,000 －4010無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県嘉麻市牛隈２５５３－１〒820-0301

藤原　敏和076126

TEL 093-871-2301

関西工業（有） 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸３－３０〒804-0077

団野　秀明076132

TEL 0946-23-8158

（株）一典工業 20,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県朝倉市馬田８０６－１〒838-0058

安陪　和典076137

TEL 092-927-2271

（有）嘉起嶋土木工業 3,000 －4011無法

土１
福岡県筑紫野市大字山家４６００－１〒818-0003

石丸　嘉明076157

TEL 0948-57-0035

（株）金光商店 10,000 －4010有法

土１と１屋１タ１内１
福岡県嘉麻市大隈町１０６５〒820-0304

金光　浩二郎076159

TEL 092-566-5675

（有）甲斐電業社 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区鶴田２－２－７７〒811-1352

甲斐　達也076161
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TEL 093-618-7170

（有）河村造園 3,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市八幡西区岩崎４－１－３４〒807-1153

古川　秀文076168

TEL 092-554-8100

（有）川上設備工業所 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市南区塩原４－１０－２３－１〒815-0032

川上　清076171

TEL 092-921-4895

（株）川野施工 10,000 －4011無法

石１タ１
福岡県太宰府市大佐野１－６－１５〒818-0134

川野　敏博076173

TEL 092-933-5123

香月テント（株） 10,000 －4001有法

と１鋼１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野２７３－６〒811-2104

香月　勇吉076174

TEL 092-325-0240

糸島電気 －4001無個

電１
福岡県糸島市二丈深江４６６〒819-1601

河上　芳信076176

TEL 093-691-1195

（株）金屋商会 10,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市八幡西区則松１－５－１２〒807-0831

金屋　貴仁076183

TEL 0948-82-0520

（有）笠置建工 5,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市有井３５５－１０９〒820-0112

笠置　一星076191

TEL 093-603-9209

（有）神原電器 5,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸１－５－２３〒807-0851

神原　辰夫076194

TEL 092-323-8805

（有）川口組 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県糸島市高祖１４４－１－７〒819-1571

川口　盛一076196

TEL 093-691-3535

金子建設興業（有） 41,000 －4008無法

土２建１と２舗２し２水２解２
福岡県北九州市八幡西区大字則松３３０〒807-0831

金子　正男076199

TEL 0942-21-7633

（株）河北晃樹園 60,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県久留米市国分町１５３６－３４〒839-0863

河北　永之076201

TEL 092-882-6996

（有）金沢産業 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区下山門３－９－２８〒819-0052

金沢　健一076203

TEL 092-952-2310

（有）開衛設備 3,000 －4011無法

土１管１井１水１
福岡県那珂川市大字山田６０３－７〒811-1244

坂井　浩一076204
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TEL 0942-32-8861

（有）川浪電設商会 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市野中町１４７２－４１〒839-0862

川浪　高聖076208

TEL 092-952-8985

（有）梶谷工材 4,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市今光４－２９－１〒811-1211

梶谷　不二男076210

TEL 09496-2-7168

（有）嘉穂建設工業 5,000 －4010有法

建１内１
福岡県飯塚市口原４２－１〒820-1114

岡崎　博文076211

TEL 092-822-1514

環境エンヂニアリング（株） 12,700 －4001有法

管１機１水１
福岡県福岡市城南区飯倉１－４－３８〒814-0134

山本　貞夫076214

TEL 0947-72-6585

川﨑くみあいガス（株） 11,600 －4009有法

管１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２６４－１０〒827-0003

最所　豊076217

TEL 093-451-4662

（有）金子電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区徳吉東５－７－１１〒803-0277

金子　健三076224

TEL 092-322-5018

川添電気 －4001無個

電１
福岡県糸島市曽根５９９－２〒819-1561

川添　龍登076228

TEL 09492-6-5448

カミカワ電通工業（有） 3,000 －4004無法

電１通１
福岡県直方市大字上頓野２２１０－１〒822-0003

上川　裕生076232

TEL 0942-78-4593

鹿毛建設 －4002有個

建１
福岡県久留米市北野町中川１４９６－２〒830-1101

鹿毛　敏雄076240

TEL 093-692-3558

海江田工業（株） 10,000 －4008無法

土１建１と１タ１舗１塗１内１園１水１解１
福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯１－８－２８〒807-0876

海江田　洋僖076241

TEL 092-325-0352

（有）河上設備 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県糸島市二丈深江３７５－１〒819-1601

河上　竜一076258

TEL 092-862-7021

川田内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区田隈２－１７－２６〒814-0174

川田　桂二076259

TEL 092-928-1844

（有）カツミ工業 3,000 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市天拝坂６－７－３１〒818-0053

平井　茂明076260
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TEL 092-473-7858

（株）柏木興産 35,000 －4001有法

土２建２と２石２屋２タ２鋼２舗２塗２園２具２
福岡県福岡市博多区上牟田１－２７－７－１Ｆ〒812-0006

柏木　武春076265

TEL 093-642-1313

（株）河村組 20,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県北九州市八幡西区陣原１－９－２５〒807-0821

河村　博行076268

TEL 092-952-6331

（株）カンダイ 5,000 －4011有法

電１
福岡県那珂川市松木３－１６２－２〒811-1251

見形　寛司076272

TEL 092-566-5271

川口鉄筋 －4001無個

筋１
福岡県福岡市南区大平寺１－２４－３０〒811-1354

川口　浪男076274

TEL 093-452-1361

河建工業（株） 40,000 －4008無法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区大字母原４１５－１〒803-0187

河本　重夫076275

TEL 092-503-0896

（株）環栄 10,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区東月隈５－１８－９〒812-0854

森下　博二076279

TEL 093-452-4066

（有）片多設備 5,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区長行西４－１８－５〒803-0272

片多　直幸076287

TEL 093-471-5281

（株）金城興業 40,000 －4008無法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区中貫１－１７－１８〒800-0237

木村　成幸076290

TEL 0944-63-7037

河内造園 －4003無個

園１
福岡県みやま市瀬高町河内８０３－１〒835-0014

河野　通明076291

TEL 092-651-5796

川本商事 －4001無個

と１
福岡県福岡市博多区千代３－４９－３〒812-0044

川本　義弘076293

TEL 0944-56-6047

（有）河澄電設 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字歴木１８０７－６５７〒837-0924

河澄　孝一076295

TEL 093-603-0590

水巻建設 －4008無個

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区友田３－８－２５－２０６〒807-0828

角　俊光076297

TEL 092-952-0492

（株）カタヤマ 10,000 －4011有法

と１鋼１
福岡県那珂川市五郎丸２－２６〒811-1252

片山　　己076299



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

470頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-222-0070

（株）カサロ 10,000 －4008有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿１２－３１〒807-0141

笠　　龍彦076305

TEL 093-962-2111

科研化成（株） 10,000 －4008有法

塗１防１
福岡県北九州市小倉南区下南方１－１－１１〒802-0977

有吉　美男076310

TEL 093-772-3398

（有）カワハラ通信 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市若松区南二島２－２０－２１〒808-0109

川原　裕治076316

TEL 0943-22-4214

（有）甲斐田組 6,000 －4007無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県八女市矢原２６７〒834-0044

甲斐田　由吏加076321

TEL 093-882-2997

（株）海洋エンジニアリング 13,000 －4008有法

土１と１石１
福岡県北九州市戸畑区幸町２－１０〒804-0084

石井　一斗076325

TEL 0944-67-2288

柿原建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町亀谷１２２５〒835-0132

柿原　己代喜076330

TEL 093-481-4555

（株）川上興業 40,000 －4008有法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市門司区新門司３－６３－２〒800-0115

川上　聖076335

TEL 0930-32-2226

柿野組 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山宮原７８〒824-0813

柿野　幸孝076339

TEL 093-631-1074

（有）川原硝子店 3,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３－７－２６〒806-0047

川原　廣海076340

TEL 093-201-9470

甲斐工務店 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡水巻町二西３－２０－１〒807-0055

甲斐　康敏076344

TEL 0947-63-4038

川添建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡大任町大字今任原３６４０〒824-0511

川添　日出志076345

TEL 093-603-2498

（有）川原組 10,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠木２－２－１６〒807-0827

川原　勇076353

TEL 092-596-7906

亀田産業（有） 3,000 －4011無法

と１塗１解１
福岡県大野城市上大利４－５－３１－４０２〒816-0955

亀田　勝郎076357
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TEL 0930-54-0123

門野設備 －4005無個

管１
福岡県築上郡築上町大字伝法寺５６２〒829-0122

門野　弘幸076358

TEL 092-938-6852

川原板金工業所 －4001無個

板１
福岡県糟屋郡粕屋町仲原３－１－１５〒811-2304

川原　房男076372

TEL 0944-76-5182

河野興業 －4003無個

土１と１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾３５６－３〒839-0253

河野　末治076375

TEL 092-947-7662

粕屋内装工業（有） 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡篠栗町和田２－１４－２〒811-2414

瀧本　秀雄076376

TEL 093-641-4030

（株）河本工業 20,000 －4008無法

屋１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－６－７〒806-0066

河本　秀文076379

TEL 09493-2-4710

剛己企画 －4004無個

建１
福岡県宮若市四郎丸１７００〒823-0016

金川　剛己076381

TEL 0944-52-7623

（株）川口組 20,000 －4003無法

土１管２水１消１
福岡県大牟田市白金町７８〒836-0052

川口　浩之076383

TEL 0944-57-2111

成和地建 －4003無個

土１水１
福岡県大牟田市大字歴木７６８－４〒837-0924

海谷　博典076385

TEL 093-953-9537

（有）亀井工業 3,000 －4008無法

と１機１解１
福岡県北九州市小倉北区真鶴１－５－１５〒803-0844

亀井　伸一076386

TEL 093-922-5365

湯川テック －4008無個

板１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－７－４〒802-0814

烏山　博076388

TEL 093-391-8417

（有）関門瓦産業 3,000 －4008無法

屋１
福岡県北九州市門司区奥田５－３－１－１６〒800-0011

石原　啓資076395

TEL 092-565-1516

河野技研（株） 10,000 －4001無法

建１と１電１管１
福岡県福岡市南区鶴田４－２０－２９〒811-1352

河野　慶大076399

TEL 092-932-4166

ベルテクネ（株） 63,100 －4001有法

鋼１板１具１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１４９５－１〒811-2114

前田　努076415
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TEL 093-611-3940

（有）甲斐建装 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区上上津役３－１０－２４〒807-0072

甲斐　慎治076420

TEL 092-865-2884

（有）カツラ電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区長尾４－１５－１〒814-0123

桂　勇士076421

TEL 092-565-7986

川邉技建 －4001無個

左１
福岡県福岡市南区屋形原５－１０－１０－２〒811-1351

川邉　吉治076427

TEL 0930-42-0438

角田建設（株） 10,000 －4005無法

土１建１
福岡県京都郡みやこ町犀川続命院１４０〒824-0203

角田　大剛076431

TEL 0946-22-3430

（株）梶原建設 30,000 －4006無法

建１と１
福岡県朝倉市来春１０５〒838-0069

梶原　源蔵076441

TEL 0979-83-2787

（有）梶谷産業 3,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県豊前市大字馬場１０８５〒828-0004

梶谷　勝己076443

TEL 093-671-7587

（有）河﨑塗装 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区桃園２－４－７－１０９〒805-0068

河﨑　博之076450

TEL 0943-23-0706

川　造園 －4007無個

園１
福岡県八女市立花町原島３１４－１〒834-0075

川　　広光076454

TEL 0943-42-3269

（有）川原興業 3,000 －4007無法

土１と１舗１水１解１
福岡県八女市黒木町本分１８０２－３〒834-1213

川原　孝助076455

TEL 092-921-1594

（有）粕屋ガラス 3,000 －4011無法

ガ１
福岡県太宰府市大字北谷９５３－３〒818-0114

田口　一則076457

TEL 092-595-1268

（有）川上工業 3,000 －4011無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県春日市塚原台３－３－２〒816-0841

川上　大輔076460

TEL 092-581-4026

（有）鎌田塗装 3,000 －4011無法

塗１
福岡県春日市弥生７－６２〒816-0862

鎌田　眞澄076461

TEL 0948-72-0873

（有）川上建設 3,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市内野２９６１－１〒820-0706

川上　利明076462
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TEL 0943-23-7667

川口ガス住設 －4007無個

土１と１管１水１
福岡県八女市忠見６７１－２〒834-0014

川口　浩樹076464

TEL 093-611-2828

（有）神田電気 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区上上津役２－１１－２２〒807-0072

田中　修司076470

TEL 0943-24-3415

梶原工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市新庄１００３－５〒834-0052

梶原　正博076471

TEL 092-589-4188

（有）香月組 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県福岡市博多区西春町１－１－３０〒812-0873

香月　直076480

TEL 0944-88-2986

川野塗装店 －4003無個

塗１
福岡県大川市大字大野島１８２８－３〒831-0045

川野　明076482

TEL 0949-42-4163

（有）カジクリ 5,000 －4004無法

電１
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門２１４１〒807-1306

梶栗　一三076491

TEL 092-831-8342

（有）金村商事 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市城南区茶山６－１－３６〒814-0111

柳之内　安子076502

TEL 0943-75-2918

光建設（有） 3,000 －4002無法

建１
福岡県うきは市吉井町生葉７１９－２〒839-1342

手島　繁光076506

TEL 0947-41-8686

（株）神田商店 20,000 －4009有法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡大任町大字今任原１０６８－５〒824-0511

城本　一永076512

TEL 0930-25-2201

（株）カミバヤシ 10,000 －4005無法

左１と１タ１鋼１筋１し１塗１防１絶１
福岡県行橋市大字金屋６９０－１〒824-0004

大藤　泰弘076519

TEL 0944-87-1222

（有）カネガエ防災設備 3,000 －4003無法

消１
福岡県大川市大字郷原２７２－１〒831-0028

小野　新一076523

TEL 092-761-2445

（株）神田工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区地行１－１１－６〒810-0064

神田　利明076527

TEL 092-811-6761

（有）カワシマ 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市西区野方５－２２－１１〒819-0043

川島　健次郎076528
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TEL 092-804-8801

（株）カブード 32,000 －4001有法

土２と２管２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市早良区内野４－１４－８〒811-1123

橋本　恒幸076529

TEL 09437-6-4333

（有）川島組 3,000 －4002無法

土１建１
福岡県うきは市吉井町福益５６３－１〒839-1332

川島　辰巳076534

TEL 0944-73-7124

（株）カネコ 8,500 －4003無法

左１管１タ１ガ１塗１防１具１
福岡県柳川市保加町７２〒832-0011

兼子　勝吉076540

TEL 092-621-0780

角谷金属工業（株） 10,000 －4001有法

板１具１
福岡県福岡市東区松島１－８－２０〒812-0062

角谷　浩信076542

TEL 0944-72-0003

（株）川口建設 20,000 －4003無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県柳川市三橋町白鳥３７１－２〒832-0815

川口　賢司076544

TEL 0942-62-6865

テイク・ワン・プロジェクト －4002無個

建１
福岡県久留米市城島町江上本１８９１－１〒830-0214

過能　勉076545

TEL 0930-25-5253

（有）加藤電気 3,000 －4005無法

電１
福岡県行橋市大字上検地１３－１１〒824-0005

加藤　剛一076548

TEL 0942-26-7687

（有）亀山装飾 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市安武町安武本４２２－１〒830-0072

亀山　泰子076549

TEL 092-922-1158

（有）梶山工業 3,000 －4011有法

土１と１舗１
福岡県太宰府市水城６－２１－６〒818-0131

梶山　茂雄076554

TEL 0948-28-3169

（有）柏原組 3,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市平恒１０１－５〒820-0073

柏原　繁利076560

TEL 092-504-7204

（有）カミショウ 5,000 －4001無法

ガ１具１
福岡県福岡市博多区金の隈３－２１－１５〒812-0863

木原　淳了076563

TEL 092-565-3940

環境グリーン（有） 8,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市南区老司１－２５－６〒811-1346

古川　悠076565

TEL 0947-28-5904

蒲池電興 －4009無個

電１
福岡県田川郡福智町赤池１０１５－３４〒822-1101

蒲池　直利076567
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TEL 0947-45-2760

（有）川端電工 3,000 －4009無法

電１通１
福岡県田川郡香春町大字中津原１８８８－１〒822-1405

川端　喜美男076581

TEL 092-663-6111

福岡グリーン（株） 10,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市東区蒲田２－９６８－１〒813-0023

久芳　陽一077007

TEL 0947-82-5615

藤井産業（有） 5,000 －4009有法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県田川郡添田町大字落合２０７８－１〒824-0722

藤井　祥子077008

TEL 092-691-3966

（株）福東電設 20,000 －4001無法

電２通２
福岡県福岡市東区土井２－３８－１１〒813-0032

出崎　日出世077013

TEL 092-291-8582

（株）福岡計装エンジニアリング 10,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市博多区下呉服町９－１１９〒812-0034

原田　健077017

TEL 092-607-6756

（株）福岡ライフ 50,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区和白丘２－４－１８〒811-0213

古賀　恭介077035

TEL 093-963-2114

（有）藤光工業 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区南方２－９－１７〒802-0976

藤本　剛077039

TEL 092-451-3388

福岡電建（株） 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市南区五十川１－１６－１８〒815-0001

薙野　輝彦077041

TEL 092-962-2564

（株）藤田組 50,000 －4001無法

土１建１と１石１舗１し１水１解１
福岡県糟屋郡新宮町下府３－１７－１５〒811-0112

藤田　英夫077053

TEL 0942-75-1845

（株）藤田設備 10,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県小郡市三沢４４１９－５〒838-0106

藤田　義明077057

TEL 092-865-3737

（株）藤松工務店 30,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市早良区次郎丸５－１８－２５〒814-0165

藤松　章二077059

TEL 0942-44-4777

フジクリーン久留米（株） 30,000 －4002無法

土１と１管２園１水１
福岡県久留米市東合川３－３－６〒839-0809

古賀　信077062

TEL 0942-44-8432

（有）福沢住宅設備 8,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県久留米市山川神代３－２３３５－３〒839-0811

福澤　大077063
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TEL 0948-72-0266

（株）フジイ 40,000 －4010無法

土２と２石２舗２塗２園１水２解２
福岡県飯塚市長尾１２６９〒820-0701

藤井　美奈077067

TEL 0944-53-5849

（株）福山建設 20,000 －4003有法

建２大２屋２内２
福岡県大牟田市上白川町２－３２５〒837-0926

福山　俊明077068

TEL 092-504-1919

（有）福岡協立 8,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市乙金東４－１４－１１〒816-0901

田中　耕二077069

TEL 092-285-7518

藤木工業（株） 40,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区野多目６－３－４〒811-1347

吉田　朋弘077070

TEL 092-662-6668

（株）藤電気工事 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区舞松原６－１６－１７〒813-0042

近藤　盛弘077072

TEL 093-621-1488

（有）深町工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区幸神３－１１－１７〒806-0055

深町　弘幸077073

TEL 092-881-0395

（株）藤山組 20,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区愛宕１－１－２５〒819-0015

藤山　貴茂077091

TEL 092-846-2200

（株）福山 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区有田２－１５－１８〒814-0033

池松　寛077092

TEL 0947-28-4479

藤村建設 －4009無個

建１
福岡県田川郡福智町上野１３０９〒822-1102

藤村　年茂077101

TEL 092-326-6536

藤原建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市二丈吉井１９５２〒819-1641

藤原　一義077104

TEL 093-223-1966

（有）渕野工務店 5,000 －4008無法

土１建１解１
福岡県遠賀郡芦屋町高浜町９－７〒807-0122

渕野　康則077111

TEL 092-811-0164

（有）福島建設 3,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市西区大字金武５９０〒819-0035

福島　徳美077112

TEL 093-622-0055

（株）フジサキ 20,000 －4008無法

土２建２塗２防２
福岡県北九州市八幡西区引野１－１８－１８〒806-0067

藤﨑　清久077116
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TEL 092-521-4829

（有）福吉工業 3,000 －4001無法

建１と１
福岡県福岡市南区市崎２－９－５〒815-0084

福吉　勝三077118

TEL 092-327-1004

（株）プロテック工業 10,000 －4001無法

建１鋼１
福岡県糸島市志摩松隈２８２－１０〒819-1306

今村　博之077120

TEL 092-503-4807

（有）福岡システム 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２－１８〒812-0863

熊井　勝彦077121

TEL 0943-72-3065

（株）福嶋工業 10,000 －4002無法

土１と１井１
福岡県久留米市田主丸町田主丸４２３－１４〒839-1233

福嶋　新悟077123

TEL 0940-62-0354

（株）深田組 10,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県宗像市田島６２２〒811-3505

深田　和也077124

TEL 09447-6-3860

（有）藤井建設 5,000 －4003無法

土１と１舗１水１解１
福岡県柳川市大和町塩塚７２８－１〒839-0243

藤井　達也077137

TEL 093-372-6326

（株）フタバ産業 10,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市門司区高田１－１７－２２〒800-0031

寺田　英一077138

TEL 092-807-0508

（株）二木建設工業 10,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区大字飯氏７８９－３〒819-0371

二木　威敏077142

TEL 092-801-6112

藤井工業（株） 10,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市早良区有田４－１７－１４〒814-0033

藤井　勇男077149

TEL 093-201-2188

藤森塗研（有） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１塗１水１
福岡県遠賀郡水巻町二東１－１４－１４〒807-0054

藤森　義澄077151

TEL 093-963-5883

藤田保温工業（有） 5,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区石田町８－２〒802-0838

藤田　進077155

TEL 092-593-0311

（株）福創 20,000 －4011無法

内１
福岡県春日市天神山１－１４６〒816-0855

杉谷　孝志077157

TEL 093-941-9420

（株）フクデン 15,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸１－７－６〒802-0061

榎本　繁美077158



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

478頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-804-0071

（有）藤川建設 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市早良区内野３－１０－１８〒811-1123

藤川　悟077159

TEL 0940-36-3284

（有）深町組 8,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県宗像市王丸４４５－１〒811-3422

深町　富英077162

TEL 093-742-4080

（株）二葉園 10,000 －4008有法

土１園１
福岡県北九州市若松区青葉台南３－１－７〒808-0142

二葉　嘉章077165

TEL 093-561-7174

福設サービス（株） 10,000 －4008有法

建１管１塗１防１内１消１
福岡県北九州市小倉北区中井１－２５－６〒803-0836

向井　忠義077167

TEL 0943-32-2215

ふじまる工務店 －4007無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県八女郡広川町大字日吉７００－２８〒834-0111

藤丸　利彦077178

TEL 092-413-2202

福岡液化石油ガス事業（同） 19,310 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区山王１－１０－１５〒812-0015

手嶋　健児077179

TEL 0948-21-0216

（有）二葉塗装工業 3,000 －4010無法

塗１防１
福岡県飯塚市目尾１２５４－３５〒820-0062

谷口　浩一077181

TEL 0948-62-2314

（有）フクダ技建 3,000 －4010無法

土１建１
福岡県嘉麻市上臼井１２５０－２〒820-0502

福田　眞喜077183

TEL 0940-43-3211

（株）福間住設 12,000 －4008無法

管１水１
福岡県福津市西福間４－５－９〒811-3219

秦　和彦077184

TEL 093-436-3919

（有）古谷建築 5,000 －4005無法

建１
福岡県京都郡苅田町尾倉３－１０－１〒800-0353

古谷　英二077194

TEL 0942-33-2955

（有）深町電設 7,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市宮ノ陣１－６－３８〒839-0801

深町　重由077203

TEL 0930-45-4050

（有）福緑園 3,000 －4005無法

土１と１舗１園１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川犬丸３４〒824-0242

松岡　英隆077207

TEL 092-402-8002

（株）福建総合設備 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１１５０－３〒811-0101

義宮　勝利077211
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TEL 092-585-6344

（株）藤工製作所 10,000 －4001無法

建１鋼１板１機１具１
福岡県福岡市南区的場２－１９－８〒811-1314

藤　嘉貴077212

TEL 092-951-9561

（有）福田工務店 3,000 －4011無法

大１
福岡県那珂川市片縄５－３７〒811-1201

福田　茂雄077223

TEL 0930-32-4252

（株）福森工業 40,000 －4005無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田８７９－１〒824-0822

福森　春美077233

TEL 0930-24-3721

（有）夫津木鉄筋 3,000 －4005無法

土１と１石１管１鋼１筋１舗１し１水１
福岡県行橋市大字東徳永１２８－１〒824-0025

夫津木　勉077236

TEL 092-452-0588

芙蓉ディベロップメント（株） 45,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区山王１－１０－２９〒812-0015

前田　俊輔077238

TEL 092-804-7095

（株）福岡日野組 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市早良区大字西２０３２－６〒811-1131

日野　洋三077244

TEL 093-434-1210

（有）古井設備 5,000 －4005無法

土１管１水１
福岡県京都郡苅田町殿川町１－４２〒800-0312

古井　利博077250

TEL 0949-24-2881

（有）扶桑産業 5,000 －4004無法

土１と１舗１水１
福岡県宮若市龍徳１０３－３〒823-0001

小手川　誠077251

TEL 0947-22-5250

（有）藤浦設備 3,000 －4009無法

土１と１管１舗１水１消１
福岡県田川郡福智町金田８４０－７〒822-1201

藤浦　壽077252

TEL 092-621-8049

（株）フクエキ 17,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市東区原田１－２５－３６〒812-0063

林田　　一郎077264

TEL 0944-56-1361

福永工業（株） 20,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市大字手鎌８８３－３〒836-0004

福永　浩也077276

TEL 092-691-6218

（有）フクタケ板金 5,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市東区土井３－１１－３〒813-0032

岳　智博077279

TEL 092-863-6338

福新電設（有） 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市城南区金山団地５５－１０６〒814-0114

岡　俊晴077280
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TEL 092-260-7288

福岡ライン（有） 3,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市東区松島３－１０－１８〒813-0062

藤田　博彦077284

TEL 0948-22-7528

（有）深町材木店 5,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市弁分９５－１６〒820-0088

深町　浩喜077285

TEL 0948-25-7680

（株）福田電気商会 30,000 －4010無法

電１消１
福岡県飯塚市上三緒１－２３〒820-0013

福田　茂幸077286

TEL 093-561-4162

（株）フジタ工芸 10,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区鋳物師町９－６〒803-0821

藤田　幸一077294

TEL 0943-32-5571

（有）史祥建設 5,000 －4007無法

土１水１
福岡県八女郡広川町大字水原３７０７－１〒834-0102

田中　富士男077297

TEL 092-407-1408

（有）藤崎緑化 3,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区福重５－２４－７〒819-0022

灰塚　博樹077307

TEL 093-961-4134

（有）フジノ建材 3,500 －4008無法

具１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－１０－５〒802-0821

藤野　康之077309

TEL 092-607-1536

福田工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区雁の巣１－１９－２〒811-0206

福田　秀雄077311

TEL 0944-53-1963

（株）文田建設 40,000 －4003有法

土２と２舗２水２解２
福岡県大牟田市新開町３－１１４〒836-0017

文田　賢一077317

TEL 093-332-2764

埠頭環境建設（有） 3,000 －4008有法

土１と１園１
福岡県北九州市門司区大字田野浦１１１６－１〒801-0803

三原　重幸077318

TEL 0944-63-2292

（株）フジプランニング 12,000 －4003無法

管１水１解１
福岡県みやま市瀬高町上庄８８５－５〒835-0025

田中　広太郎077320

TEL 092-533-8007

（株）ブルク 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区多賀１－１－２２〒815-0072

池松　正剛077322

TEL 092-932-3148

（有）藤森工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野６７７〒811-2104

藤森　豊077333
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TEL 095-555-6644

（有）福永土建 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市南区大橋３－１５－４３－１〒815-0033

倉掛　裕輔077335

TEL 0944-72-7121

（株）福岡建興 15,000 －4003有法

建１鋼１
福岡県柳川市三橋町蒲船津１３６６－５〒832-0827

野田　泰助077340

TEL 092-566-6985

藤本建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区老司５－６－５〒811-1346

藤本　政春077344

TEL 092-935-3941

福岡建装工業（株） 10,000 －4001無法

塗１防１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木字脇本６１５－１０〒811-2112

住吉　清則077347

TEL 0944-55-5952

深水機設工事 －4003無個

機１
福岡県大牟田市南船津町３－４－２〒836-0075

深水　保077348

TEL 0943-72-0800

（有）二又設備商会 3,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県久留米市田主丸町牧１４－６〒839-1224

堀内　康巳077350

TEL 0944-73-2128

マサキ工業 －4003無個

土１と１舗１解１
福岡県柳川市三橋町高畑２４５〒832-0826

渕上　省治077358

TEL 0942-26-8475

渕上緑化造園 －4002無個

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県久留米市荒木町白口１８３６－１〒830-0062

渕上　嘉欣077359

TEL 0947-63-3120

福永鉄筋 －4009無個

筋１
福岡県田川郡大任町大字今任原２２－１〒824-0511

福永　　義077360

TEL 093-581-0584

（有）藤川工務店 3,000 －4008無法

建１大１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区熊谷４－３－１５〒803-0864

藤川　正光077361

TEL 093-863-9242

（株）不動工業 30,000 －4008有法

土１管１機１
福岡県北九州市若松区向洋町１０－７１〒808-0002

依里　忠德077366

TEL 092-621-7251

（株）福岡プラント工事 5,000 －4001無法

土１建１管１鋼１機１
福岡県福岡市東区多の津４－９－２８〒813-0034

山田　富隆077370

TEL 092-516-7787

（有）福博空調 3,000 －4001無法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１内１水１
福岡県糟屋郡志免町別府北１－２１－１〒811-2233

八重樫　紀彦077375
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TEL 092-861-3195

福岡日化サービス（有） 5,000 －4001有法

土１管１機１
福岡県福岡市城南区西片江２－２９－７〒814-0141

時枝　茂077377

TEL 092-761-0652

福水興設（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市中央区今川１－１２－３４〒810-0054

白石　陽一077384

TEL 09496-2-6735

福田工務店 －4004無個

建１左１解１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野３７４９－２〒820-1103

福田　稔077386

TEL 092-807-7774

（株）建工九州 41,000 －4001無法

土２と２管１舗２水２
福岡県福岡市西区横浜１－１７５１〒819-0166

山下　敦子077387

TEL 0940-32-3399

藤岡建設 －4008有個

建１
福岡県宗像市曲１８３９－４〒811-3413

藤岡　伸二077388

TEL 092-281-2138

福高総合技術コンサルタント（株） 35,000 －4001有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県福岡市博多区中洲中島町４－２３〒810-0802

高倉　力矢077394

TEL 092-923-1425

フジタ電設工業 －4011無個

電１管１
福岡県筑紫野市大字吉木７７７－２〒818-0004

藤田　新077408

TEL 093-245-5123

（株）不二技研 12,000 －4008無法

建１具１
福岡県中間市岩瀬１－１１－１８〒809-0011

嶋田　牧夫077409

TEL 092-565-7843

（有）福南住建 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市南区柏原７－５７１－１２〒811-1353

中村　孝男077410

TEL 092-872-5511

（株）福博電興 20,000 －4001有法

電２管２通２消１
福岡県福岡市城南区神松寺１－７－４５〒814-0121

田畑　繁077412

TEL 092-606-9353

福岡工事（株） 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区和白東２－１－８〒811-0214

余語　千男077413

TEL 092-682-3887

フクフジ建設（株） 10,000 －4001無法

土１と１水１
福岡県福岡市東区香椎６－１５－３６〒813-0011

藤本　和男077414

TEL 093-452-0051

ビルドリペア技研工業（株） 24,000 －4008無法

建１屋１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉南区大字呼野１０８７－２〒803-0181

藤田　次朗077416
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TEL 0946-22-3373

（株）フクダヤ 10,000 －4006有法

土１管１水１
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵１８５５－８〒838-0824

福田　祐三077422

TEL 093-652-1808

（株）古川板金工業 10,000 －4008無法

屋１板１
福岡県北九州市八幡東区山路１－２１－１０〒805-0035

古川　一代077426

TEL 0947-22-1718

（有）ＫＮＫ 4,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡福智町神崎１８７９－１〒822-1202

中村　勝博077437

TEL 092-752-6846

ファミリーホーム（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区赤坂１－２－２０－２０６〒810-0042

舛田　良一077438

TEL 092-432-8510

（株）冨士機 50,000 －4001有法

と１機１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１０－３０〒812-0013

藤田　岳彦077439

TEL 092-951-5510

フジモト工業（株） 10,000 －4011無法

電１管１
福岡県那珂川市南面里３８４〒811-1236

藤本　聰俊077441

TEL 0948-22-1736

（株）古谷金物店 10,000 －4010有法

建１鋼１板１内１
福岡県飯塚市新立岩１３ー８〒820-0004

古谷　文孝077443

TEL 092-881-8322

プランナーズジャパン（株） 10,000 －4001無法

塗１内１
福岡県福岡市西区上山門３－１７－１０〒819-0054

野口　博077445

TEL 092-410-9230

（有）福岡断熱工業 3,000 －4001無法

絶１
福岡県糟屋郡新宮町美咲３－３－３５〒811-0121

折居　泰輔077447

TEL 093-693-8528

（株）ファイアックス 10,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市八幡西区八枝３－４－１〒807-0856

池田　真次077455

TEL 092-806-0165

（有）フクダ 3,000 －4001無法

ガ１内１具１
福岡県福岡市西区今宿駅前１－１２－２〒819-0168

福田　孝明077464

TEL 092-943-1512

（有）フルカワ・テクノ 3,000 －4001無法

管１
福岡県古賀市花見東７－７－１６〒811-3112

古川　省三077465

TEL 093-613-5091

船橋組 －4008無個

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区上の原４－９－１８〒807-0071

船橋　浩司077471
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TEL 092-592-6737

（株）ファルベン 20,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市博多区光丘町１－１－１０〒812-0874

西本　裕二077473

TEL 092-891-5865

福岡日信電子（株） 20,000 －4001有法

電２機１通１
福岡県福岡市西区姪の浜４丁目１０番５号〒819-0002

調　浩一077474

TEL 093-436-3538

（株）ふじ技建 28,000 －4005無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県京都郡苅田町大字苅田２２９〒800-0365

丸山　慎二077476

TEL 092-938-8560

（有）藤木電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋東３－４－８〒811-2320

藤木　澄員077478

TEL 092-564-1347

（有）福岡花木 5,000 －4001無法

建１塗１防１
福岡県福岡市南区柏原１－１５－５〒811-1353

花木　哲也077483

TEL 092-710-2200

（株）福島工務店 10,000 －4011無法

大１と１タ１鋼１筋１解１
福岡県那珂川市大字西畑１３７６－１０〒811-1246

森　靖崇077484

TEL 0940-52-1739

（株）古山土木 10,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１し１水１
福岡県福津市津屋崎５－４０－２６〒811-3304

古山　耕一077486

TEL 0948-22-7321

福栄産業（株） 10,000 －4010有法

消１
福岡県飯塚市西町８－２９〒820-0043

鴨川　義孝077488

TEL 0930-22-9398

藤本工務店 －4005無個

建１
福岡県行橋市大字長木２４８－２〒824-0058

藤本　信行077489

TEL 0948-24-4607

（株）プロスホーム 20,000 －4010有法

土１建１
福岡県飯塚市相田４３３－４０〒820-0052

田尻　謙二077504

TEL 0942-39-2090

（株）福岡一高商会 10,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市中央町１８－１２〒830-0023

田中　康貴077507

TEL 093-645-1417

（有）福留組 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３－１０－２〒806-0047

福留　奈緒美077508

TEL 092-936-8437

（株）福岡リフォームサービス 10,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０７－１〒811-2112

住吉　光男077510
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TEL 093-761-6333

（株）ブイメンテ 15,000 －4008有法

土１と１電１管１鋼１し１
福岡県北九州市若松区北湊町３－２１〒808-0027

近藤　観司077516

TEL 0944-51-2163

福鳶グループ（株） 20,000 －4003無法

土１建２と２舗１水１解２
福岡県大牟田市明治町３－６－１２〒836-0012

福永　孝利077523

TEL 092-806-5645

（有）藤原住宅設備 4,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区今津３０５７－１〒819-0165

藤原　義晃077528

TEL 0948-26-5566

（株）富士 5,000 －4010有法

建１大１左１と１屋１タ１板１塗１防１内１絶１
福岡県飯塚市下三緒３５－３０３〒820-0012

冨士　隆文077530

TEL 092-475-0055

（株）不動産総合センター 40,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－９〒812-0016

寺園　公教077531

TEL 09437-2-3704

（有）船越電業 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市田主丸町船越１０３４－１〒839-1205

小川　守彦077533

TEL 092-806-7228

（有）古澤組 3,000 －4001有法

建１大１と１解１
福岡県福岡市西区大字飯氏６７６〒819-0371

古澤　行弘077543

TEL 092-472-2427

（有）福岡報知機 3,000 －4001無法

通１消１
福岡県福岡市博多区板付１－９－１７〒812-0888

山本　一隆077546

TEL 0949-42-2012

（株）藤原工業 10,000 －4004無法

と１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延１６０７〒807-1305

藤原　由勝077552

TEL 093-244-3156

フルヤ工業（有） 12,000 －4008無法

土１と１電１管１舗１機１水１
福岡県中間市大字上底井野６２－１〒809-0003

古谷　　幸077555

TEL 092-474-3407

（株）フェンオール九州 8,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市博多区博多駅南３ー２０ー２〒812-0016

坂田　義彦077559

TEL 092-409-9797

（有）プラネット 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区美野島２－１７－８〒812-0017

中間　渉077560

TEL 092-925-1758

（有）福原電気 3,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市五条６－８－７〒818-0125

福原　馨077563
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TEL 0944-51-6153

西建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市浜田町２３－２２〒836-0026

古川　正美077572

TEL 0944-58-6656

九州ライフライン（株） 6,000 －4003有法

土１建１管１
福岡県大牟田市大字橘１２３６－１〒837-0911

安藤　広宣077576

TEL 092-944-3678

福岡県環境建設（企） 10,000 －4001無法

土１建１と１鋼１舗１し１水１
福岡県古賀市日吉３－１０－５〒811-3106

清原　邦重077577

TEL 092-943-1227

（有）フジモト営建工業 3,000 －4001有法

土１建１管１タ１塗１防１内１水１
福岡県古賀市新原字中ノ坪７３１－４〒811-3127

藤本　芳博077579

TEL 0979-72-4828

（有）富士建設 3,000 －4005有法

土１と１舗１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字下唐原２１８７－２〒871-0923

田中　正一077582

TEL 0947-46-1474

古部電設 －4009無個

電１
福岡県田川市大字伊加利７６３〒825-0001

古部　伸己077583

TEL 092-612-6857

（株）フクオカ設備 10,000 －4001無法

管１消１
福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須７０－１〒811-2305

梅津　純二077586

TEL 0942-44-1934

（有）ふるしょう 3,000 －4002有法

内１
福岡県久留米市御井町２５４２－７〒839-0851

古荘　勝幸077587

TEL 092-710-8808

フォームワークジャパン（株） 15,500 －4001有法

大１と１
福岡県糟屋郡久山町大字猪野８７８－３３〒811-2503

落合　均077589

TEL 092-405-1410

（株）ファイバーユニティ 4,500 －4001無法

通１
福岡県福岡市西区大字吉武２５５－１〒819-0036

波多江　幸一077590

TEL 09437-2-3173

福嶋設備 －4002無個

土１管１井１
福岡県久留米市田主丸町殖木２５４－１４〒839-1204

福嶋　　之077591

TEL 092-502-7500

（株）プライム建設 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区的場２－１９－１〒811-1314

安部　典明077592

TEL 093-603-8087

（有）福産建設 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市八幡西区八枝３－１０－７〒807-0856

内田　正勝077595
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TEL 093-651-0790

藤本畳工業（株） 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区上到津４－７－１１〒803-0845

藤本　尚嗣077596

TEL 092-328-1068

福博建設（株） 3,000 －4001有法

と１電１鋼１塗１通１解１
福岡県糸島市志摩芥屋２３８６－３〒819-1335

吉村　和也077600

TEL 093-451-6723

（有）フジキ技建 3,000 －4008無法

土１建１と１石１電１管１舗１し１塗１防１内１水１解１
福岡県北九州市小倉南区大字呼野９６４－２〒803-0181

須田　藤樹077603

TEL 0948-24-8801

（有）不二建 5,000 －4010無法

土１と１舗１水１解１
福岡県飯塚市川津２１５－２〒820-0067

三村　知恵子077605

TEL 093-471-5524

フルタ設備（有） 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区葛原３－１３－４９〒800-0251

古田　利男077610

TEL 092-611-2244

（株）富士洗管 10,000 －4001有法

管１水１
福岡県福岡市東区松島６－２－１８〒813-0062

廣渡　眞二077613

TEL 0949-52-2096

福田土木（株） 40,000 －4004無法

土２建２大２と２筋２舗２解２
福岡県宮若市原田２８８－３３〒822-0112

福田　考司077614

TEL 092-883-7383

（株）フクオカカダン 5,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市西区福重１－５－３０〒819-0022

安藤　千鶴子077616

TEL 092-922-6462

古川設備 －4011無個

管１
福岡県太宰府市高雄６－５－１０〒818-0122

古川　義治077617

TEL 0948-57-4223

（有）伏貫産興 10,000 －4010無法

土１と１舗１水１解１
福岡県嘉麻市泉河内３７４－１〒820-0334

伏貫　喜代隆077619

TEL 092-260-3446

フジクス九州（株） 10,000 －4001有法

土１と１管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋８０４－１５〒811-2308

今林　良一077620

TEL 092-431-5925

三和ネオン電機（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅南２－８－３４〒812-0016

小平　智078005

TEL 092-804-1622

早千造園緑地（有） 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市早良区内野５－１０－１５〒811-1123

伊藤　雅文078011
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TEL 093-751-5567

（株）さいぶ建設 30,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市若松区原町９－７〒808-0016

大澤　良介078013

TEL 092-573-0549

三共工業（株） 10,000 －4001無法

土１電１管１水１
福岡県福岡市博多区吉塚１ー４４－２〒812-0041

野　　義貴078016

TEL 092-976-1579

（有）三栄設備 3,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県糟屋郡久山町大字山田１４７２－２〒811-2502

阿部　恒人078018

TEL 0942-47-4125

（株）貞清工務店 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市大橋町蜷川１４４１－１２〒839-0831

貞清　功世078025

TEL 0940-43-1773

堺重機 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福津市内殿４３１－７〒811-3205

堺　信夫078026

TEL 092-707-5818

山栄建設（株） 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市西区愛宕３－１－１７〒819-0015

秋山　隆俊078027

TEL 093-475-0701

（有）佐藤建設工業 3,000 －4008無法

土１と１鋼１塗１
福岡県北九州市小倉南区曽根新田南１－１－１０〒800-0220

淡居　大輔078030

TEL 0942-41-2211

（株）サンヨウ 19,000 －4002有法

電１
福岡県小郡市古飯７６４－１〒838-0124

新田　五常078046

TEL 092-526-7771

三光熱学工業（株） 20,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区大楠１－２８－２３〒815-0082

淀川　晃078047

TEL 0942-72-3036

佐久間建設（株） 20,000 －4002無法

土２と２舗２水２
福岡県小郡市二森３０－１〒838-0126

佐久間　正純078058

TEL 093-922-6676

三協住宅産業（有） 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町３－６－２〒800-0256

田村　純也078062

TEL 0944-22-5418

（株）三開永江組 40,000 －4003有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県みやま市高田町江浦１６１０－１〒839-0213

永江　敏彦078071

TEL 0949-32-4556

（有）坂元建設 5,000 －4004無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県宮若市磯光１５５８－４〒823-0004

山﨑　冷子078075
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TEL 092-871-2866

（有）斉藤造園 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市早良区野芥２－１２－６〒814-0171

齋藤　弘道078077

TEL 092-714-1540

三和興産（株） 10,000 －4001有法

土１と１解１
福岡県福岡市中央区地行１－６－３〒810-0064

花田　智美078084

TEL 093-691-3248

山興建設（有） 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区鷹見台３－８－５〒807-0853

山岡　久友078086

TEL 0942-21-7370

三陽ガステック（株） 30,000 －4002有法

土１建１管２水１消１
福岡県久留米市国分町１４３０－１３〒839-0863

古賀　孝司078087

TEL 093-701-2412

（有）山王工業 5,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市若松区南二島２－２７－６〒808-0109

山口　俊雄078098

TEL 0940-33-0828

（有）榊建設 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県宗像市冨地原１８１３〒811-4154

　　長光078101

TEL 093-475-6741

（有）サンルーフ工錺 3,000 －4008無法

屋１板１
福岡県北九州市小倉南区葛原東５－２－８〒800-0206

堀口　憲生078107

TEL 0944-58-1642

（株）セクト坂口 20,000 －4003無法

土１電２
福岡県大牟田市大字倉永１６１６－２〒837-0906

坂口　一成078108

TEL 093-751-8584

（株）佐々木鉄筋 5,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市若松区小石本村町２３－８〒808-0001

佐々木　勇078109

TEL 0942-32-3212

迫田板金工業（株） 10,000 －4002無法

建１屋１板１
福岡県久留米市長門石２－２－１〒830-0027

迫田　浩嗣078112

TEL 093-961-1175

（有）三善防災商会 5,000 －4008無法

消１
福岡県北九州市小倉南区若園４－１３－４５〒802-0816

鷲見　隆078115

TEL 0930-22-1376

（株）サダイシ 40,000 －4005無法

土１建２
福岡県行橋市大字矢留６１９－１〒824-0037

定石　光治078119

TEL 092-572-1760

（有）三丸組 3,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市南区柳瀬１－４１－１６〒811-1321

三郎丸　末成078121
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TEL 0948-29-2032

（株）三新建設 20,000 －4010無法

土２と２舗２
福岡県飯塚市八木山２９１－２〒820-0047

松尾　敏江078123

TEL 093-701-1565

（有）三司緑化建設 20,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１園２水１
福岡県北九州市若松区片山１－２－３３〒808-0106

三宮　司078124

TEL 092-806-8112

佐藤電設（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区今宿東１－３０－１３〒819-0161

佐藤　重雄078127

TEL 092-894-7832

（株）サン創建 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区戸切１－２－３４〒819-0032

山尾　英一078128

TEL 0944-74-3911

（株）山九エンジニアリング 10,000 －4003無法

機１
福岡県柳川市田脇９６６－２〒832-0089

山口　英二078130

TEL 093-652-7565

（有）佐々木工務店 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡東区松尾町２２－２７〒805-0032

俵　大祐078143

TEL 092-541-4961

三共電機産業（株） 30,000 －4001有法

電１管２
福岡県福岡市南区清水３－８－１９〒815-0031

濱田　耕作078146

TEL 0944-58-0740

斎藤電設（株） 10,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字宮崎３３０－１－２〒837-0903

斉藤　勢一078148

TEL 09448-7-5730

（株）佐藤建設 26,000 －4003無法

土２建２と２鋼２塗２
福岡県大川市大字紅粉屋６１９－１〒831-0044

佐藤　敏078154

TEL 0946-23-9947

（有）坂本組 20,000 －4006無法

土２と２舗２水２解２
福岡県朝倉郡東峰村大字小石原８９２－１〒838-1601

坂本　憲保078161

TEL 092-811-8288

（有）坂本タイル 5,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市早良区四箇６－２－７〒811-1103

坂本　隆志078167

TEL 0949-32-0027

（株）佐久間産業 40,000 －4004有法

土２建２大２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２内２園１水２解２
福岡県宮若市宮田１３４〒823-0011

佐久間　英定078169

TEL 0947-72-4898

材木電気工事 －4009無個

電１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２１８４－１〒827-0003

材木　和年078172



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

491頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-531-8787

（株）雑草舎 10,000 －4001無法

鋼１内１
福岡県福岡市南区大楠１－３４－７〒815-0082

藤田　渡078176

TEL 093-471-6401

（有）坂下電工社 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区上貫１一２－３０〒800-0244

坂下　利光078179

TEL 092-923-0003

（有）サンセイ電気工業 3,000 －4011有法

電１
福岡県筑紫野市武蔵５－４－１〒818-0052

三村　順親078186

TEL 0948-22-3780

三和硝子（株） 40,000 －4010有法

ガ１具１
福岡県飯塚市川津３９６－２〒820-0067

梅野　栄一078188

TEL 092-947-3788

（有）さか技建 6,000 －4001無法

左１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬４３５－１〒811-2412

前田　久実晴078191

TEL 092-591-8129

（株）三九商会 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区三筑２－１８－１〒812-0887

森山　大輔078198

TEL 093-881-2339

（株）三喬 10,000 －4008無法

建１大１と１屋１管１タ１内１機１
福岡県北九州市戸畑区南鳥旗町７－１〒804-0074

村井　喬平078200

TEL 093-581-0144

さつま産業（株） 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区熊谷５－２－１６〒803-0864

小野　辰夫078205

TEL 0948-57-3676

（有）坂本内装 3,000 －4010有法

建１内１
福岡県嘉麻市桑野２１１３－１〒820-0313

坂本　勝信078207

TEL 092-954-2600

（株）ニューメタル工業 30,000 －4011有法

板１具１
福岡県那珂川市大字埋金８３０－１〒811-1232

福田　圭介078208

TEL 0944-57-6435

（株）サンデン 10,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市新港町１－１３１〒836-0061

北川　義法078211

TEL 092-504-3411

（株）三成技建 20,000 －4011無法

土１と１
福岡県大野城市大池１－７－２０〒816-0904

手嶋　良光078220

TEL 0940-43-2220

（株）櫻井住宅 10,000 －4008無法

建１
福岡県福津市内殿１０００－２〒811-3205

櫻井　研司078228



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

492頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-951-1335

（株）西浄 15,000 －4008有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区吉野町１２－２６〒802-0085

安部　久美078231

TEL 093-641-4307

（株）佐藤ビル建材工業 10,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市八幡西区屋敷１－５－１２〒806-0006

佐藤　素行078232

TEL 092-573-4062

（有）山建工業 3,000 －4011無法

タ１
福岡県春日市岡本１－１１４〒816-0861

牧山　榮次078234

TEL 093-474-0310

（株）サン電機工業 30,000 －4008無法

土１建１電２管１機１通１水１
福岡県北九州市小倉南区上吉田１－１－６〒800-0201

倉谷　利美078238

TEL 092-632-5871

斉藤工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－９－７－３〒812-0051

斉藤　政繁078240

TEL 093-871-8531

（有）櫻木 4,500 －4008有法

建１電１
福岡県北九州市戸畑区一枝２－５－１６〒804-0021

桜木　克典078241

TEL 093-293-6812

（有）坂本工務店 3,000 －4008無法

建１大１タ１内１
福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府１３８９－４〒811-4332

坂本　孝二078250

TEL 0946-25-1001

三寿造園（株） 10,000 －4006無法

園１
福岡県朝倉市矢野竹１２２３〒838-0021

橋本　進078251

TEL 092-323-8879

悠建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市井原７６７－２〒819-1582

窄口　悠久078253

TEL 093-603-3751

（株）佐知産業 20,000 －4008有法

土１と１解１
福岡県北九州市八幡西区則松６－６－８〒807-0831

古川　浩二078255

TEL 092-925-0127

（株）さとう建設 20,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市大字原１８７－３〒818-0005

佐藤　勝則078256

TEL 0944-52-3764

（株）佐脇建設 30,000 －4003有法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県大牟田市笹林町２－４－１８〒836-0851

佐脇　清子078258

TEL 0947-32-7321

（株）共和建設工業 30,000 －4009無法

土２建２と２解２
福岡県田川郡香春町大字柿下１０６０－３〒822-1404

村上　駿太郎078264



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

493頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-72-0843

佐藤建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市桑曲４１３－１〒820-0707

佐藤　政明078265

TEL 093-473-3795

（有）佐藤工務店 15,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区下貫３－２３－１０〒800-0236

佐藤　功一078266

TEL 0943-75-4072

佐藤建設 －4002無個

建１
福岡県うきは市吉井町若宮３１０－１〒839-1311

佐藤　正志078267

TEL 092-410-3196

（株）エス・イー 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市東区松崎４－１４－３１〒813-0035

松村　圭一郎078270

TEL 092-552-6525

（有）三和ジューキ 3,000 －4001無法

管１機１
福岡県福岡市南区南大橋１－１９－１８〒815-0034

今泉　淳一078271

TEL 0948-25-1868

（有）三翠 3,000 －4010無法

土１園１
福岡県飯塚市秋松３９５－１〒820-0083

近藤　二三勝078273

TEL 0948-23-0033

（有）実藤ハウジング 3,000 －4010有法

土１建１
福岡県飯塚市平恒３９０－１６〒820-0073

實藤　義春078287

TEL 0948-28-1308

（有）三成工業 3,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市大日寺１１７４－６〒820-0046

小川　禎二078299

TEL 093-475-8791

（株）ユニ・エレックス 10,000 －4008有法

土１と１電１管１機１通１水１解１
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－４７〒800-0231

村上　勝昭078301

TEL 093-962-6581

（有）坂﨑板金 3,000 －4008有法

板１
福岡県北九州市小倉南区志徳２－４－２６－４０２〒803-0265

坂﨑　英治078311

TEL 092-922-4604

（有）坂口工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市上古賀１－１６－１６〒818-0041

坂口　康隆078313

TEL 0949-42-5285

三栄電気（有） 9,000 －4004無法

電１
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋１４４３ー４〒807-1308

三宅　悟078318

TEL 092-862-4616

（有）櫻井建装社 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区野芥５－２８－１０〒814-0171

櫻井　輝美078328



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-472-0710

サンリツ工業（株） 10,000 －4001無法

電１管１絶１
福岡県福岡市博多区堅粕４－２２－２９〒812-0043

野上　毅078343

TEL 0949-52-0681

（株）双一開發 50,000 －4004有法

土２建２と２管２舗２水２解２
福岡県宮若市高野５９７－１〒822-0143

落合　重太078344

TEL 0944-52-7700

（株）サプライ飛永 10,000 －4003無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県大牟田市大黒町１－２１〒836-0006

坂田　義明078345

TEL 092-629-0294

（有）サンコービルド 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区八田２－３０－１５〒813-0031

山口　真良078350

TEL 0946-28-7667

（株）三協工作所 10,000 －4006有法

土１建１管１鋼１
福岡県朝倉郡筑前町野町１７０４－３〒838-0815

北原　学078352

TEL 092-962-1205

（有）佐倉設備 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜３－３－３〒811-0119

佐倉　隆彦078362

TEL 093-952-7305

（株）三協電気 28,000 －4008無法

電２機１通１消１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－１２－１２〒802-0814

是木　良三078371

TEL 093-612-3616

三賀工業（有） 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区塔野１－１９－１８〒806-0085

増田　広078373

TEL 0944-43-1878

（有）サカデン 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字手鎌１２６－１〒836-0004

坂田　太一078377

TEL 0944-63-8494

（株）三和建設 17,000 －4003無法

土１舗１
福岡県みやま市瀬高町小川１３８９－１〒835-0023

江﨑　透078379

TEL 092-812-5400

山栄通信システム（株） 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市西区橋本２－１７－２８〒819-0031

吉武　悟078380

TEL 093-871-3252

（有）桜井設備 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市戸畑区西大谷２－１０－３６〒804-0032

櫻井　克充078397

TEL 0949-32-1196

（有）三広工芸 5,000 －4004無法

大１内１
福岡県宮若市宮田２６３２－４〒823-0011

花田　義明078406



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-42-2186

（有）坂田工務店 10,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３１８５－８５〒807-1312

坂田　加代子078407

TEL 0944-73-0143

佐藤工務店 －4003無個

土１と１
福岡県柳川市吉原１７１－１〒832-0085

佐藤　守078408

TEL 093-451-1379

三和土木造園（株） 20,000 －4008無法

土１と１舗１園１水１解１
福岡県北九州市小倉南区長行東１－２０－３〒803-0273

伊﨑　實078414

TEL 0943-77-7719

佐藤工房 －4002無個

建１
福岡県うきは市浮羽町高見７１９－３〒839-1406

佐藤　等078418

TEL 093-451-6116

三和通信建設（株） 10,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉南区大字志井１４２６〒802-0985

千々和　孝司078428

TEL 092-938-2261

（有）酒井工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡粕屋町酒殿２－１７－２６〒811-2303

酒井　義徳078429

TEL 092-741-0350

（有）サンエム機工 6,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市中央区港２－１３－１－１Ｆ－Ｂ〒810-0075

塚田　義政078430

TEL 0947-82-0130

（有）迫製材所 4,000 －4009有法

建１
福岡県田川郡添田町大字添田１００７〒824-0602

迫　卓司078433

TEL 0943-24-4411

斉藤造園 －4007無個

土１と１舗１園１水１
福岡県八女市室岡７９７－１〒834-0066

齊藤　廣喜078436

TEL 093-884-3980

（有）坂口インテリアワークス 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市戸畑区中原西１－１－２４コスミック戸畑２０３〒804-0011

坂口　秋夫078438

TEL 0949-55-6700

（株）丸忠産業 3,000 －4004有法

土１建１舗１水１
福岡県宮若市沼口３４６－４〒822-0152

中島　宏樹078441

TEL 0947-82-2450

（有）佐護組 3,000 －4009無法

土１建１と１管１解１
福岡県田川郡添田町大字庄６１１－１４８〒824-0601

佐護　金太郎078448

TEL 092-944-3500

（有）サッシワーク吉武 3,000 －4001無法

具１
福岡県古賀市日吉２－１０－１－６０５〒811-3106

吉武　茂078449



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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福岡県
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TEL 092-812-6741

（有）サシカタ工業 5,000 －4001無法

土１大１と１石１
福岡県福岡市西区壱岐団地１１９－８〒819-0042

綿屋　憲明078455

TEL 093-618-6789

坂本工務店 －4008有個

左１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１１－１２〒807-1113

坂本　哲也078461

TEL 092-925-2853

（有）堺工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県太宰府市青山４－１－８〒818-0121

堺　宗春078468

TEL 092-461-0141

佐藤（株） 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区那珂４－２６－２８〒812-0893

佐藤　栄治078475

TEL 092-928-3828

（株）佐々木建設 30,000 －4011無法

土１と１
福岡県太宰府市三条３－１９－１０〒818-0111

佐々木　語078494

TEL 093-472-9290

（株）三洋アルミ建材工業 10,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区下貫２－５－１〒800-0236

菊竹　勇治078496

TEL 0944-64-9008

（株）サンエイ土木 3,000 －4003有法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県みやま市山川町立山１００９〒835-0101

牛嶋　亮治078497

TEL 0946-72-2631

眞田建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山６１２〒838-1701

眞田　和義078506

TEL 0948-42-3047

（有）サカエ住宅 37,000 －4010有法

土２建２舗２解２
福岡県飯塚市赤坂８４６－１５７〒820-0106

伊藤　栄一078511

TEL 0944-86-2980

（株）サンエス電機 10,000 －4003無法

電１
福岡県大川市大字向島１２７１－９〒831-0005

江口　康栄078512

TEL 0942-21-0098

参道賢建設（有） 3,000 －4002無法

土１建１と１舗１
福岡県久留米市上津町２２２８－１６５〒830-0052

佐藤　弥生078528

TEL 0942-44-1389

（有）三光緑地企画 3,000 －4002無法

と１園１
福岡県久留米市東合川２－１１－１５〒839-0809

大津　政道078529

TEL 092-522-0500

ディー・アンド・エイチ（株） 30,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市中央区平尾２－１７－１１〒810-0014

坂口　剛彦078531
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TEL 093-391-2257

（有）サイトウ瓦施工店 5,000 －4008無法

と１屋１解１
福岡県北九州市門司区藤松１－２－５〒800-0047

齊藤　泰久078532

TEL 093-692-5141

三幸産業（有） 20,000 －4008無法

土２と２石２舗２塗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区泉ケ浦１－１６－３８－７〒807-0854

池田　修078533

TEL 0949-24-8682

貞光造園土木 －4004無個

土１園１
福岡県直方市大字頓野３７５０〒822-0002

貞光　孝雄078534

TEL 092-921-3246

（有）斉藤建設 3,000 －4011無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県太宰府市大字北谷３４１〒818-0114

齋藤　正憲078538

TEL 0944-55-5885

（有）堺工業 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市上白川町１－２２５〒837-0926

堺　大輔078547

TEL 093-533-4468

（有）相良工業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区大田町１４－１０－１０３〒802-0015

相良　智弘078548

TEL 092-566-6143

サクラグリーン（有） 3,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市南区柏原６－６１－１〒811-1353

馬場　英樹078551

TEL 0944-58-0218

（有）坂口金夫建設 3,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市大字倉永１６６３－１〒837-0906

坂口　秀久078555

TEL 092-927-1002

佐和屋産業（株） 30,000 －4011有法

土１と１し１解１
福岡県筑紫野市大字山家４０５５－１〒818-0003

眞鍋　朋美078556

TEL 092-324-4197

（株）サンエー 10,000 －4001有法

建１
福岡県糸島市萩浦３－７－５〒819-1121

西川　元美078558

TEL 092-803-1641

（株）サンセツ 10,000 －4001無法

電１管１水１
福岡県福岡市早良区早良４－３３－１０〒811-1122

山尾　征吾078561

TEL 092-565-2452

（有）佐藤左官工業 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区向新町２－８－１１〒811-1345

佐藤　晃078567

TEL 0948-57-0852

（有）サトウ土木 20,000 －4010無法

土２と２石２舗２し２水２解１
福岡県嘉麻市千手１８９４－６〒820-0332

佐藤　弥生078568
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TEL 093-951-1866

佐藤工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区城野２－１－４７〒802-0802

佐藤　俊久078574

TEL 0947-63-2701

坂木設備 －4009無個

土１建１管１水１
福岡県田川郡大任町大字今任原９８５〒824-0511

坂木　栄治078575

TEL 092-804-8020

（株）エコ・グリーン 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県福岡市早良区重留７ー１０ー１〒811-1101

奥田　和紀078576

TEL 0944-63-2207

佐戸建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町海津１７４３－３〒835-0136

佐戸　實078581

TEL 093-282-9425

（有）三建建設 10,000 －4008無法

土１水１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅南３－１８－１８〒811-4238

黒瀬　とも美078585

TEL 092-566-5828

（有）サトージーエル 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区老司５－４６－３１〒811-1346

佐藤　日出行078589

TEL 0948-28-2418

﨑村組 －4010無個

土２と２石２舗２解２
福岡県飯塚市小正２３１－１６〒820-0089

﨑村　稔078603

TEL 092-503-7003

サンエイ技研工業（株） 10,000 －4011有法

管１
福岡県大野城市御笠川２－１３－１４〒816-0912

増田　治人078608

TEL 092-534-5066

（株）サカイ商工 10,000 －4001有法

土１建１と１
福岡県福岡市中央区高砂１－１１－１〒810-0011

橋口　英志078612

TEL 0948-72-0886

（有）佐藤設備 3,000 －4010無法

管１水１
福岡県飯塚市内野３５５６－６〒820-0706

佐藤　英昭078616

TEL 093-244-0301

（有）坂本窯業 10,000 －4008無法

屋１
福岡県中間市大字下大隈字西田１５９８－２〒809-0004

坂本　靖一078617

TEL 093-372-4547

（有）サンコウ住建 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区下馬寄３－６〒800-0051

豊田　保司078623

TEL 092-951-8080

（有）境建具製作所 3,000 －4011無法

具１
福岡県那珂川市今光１－３〒811-1211

境　健一078624
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TEL 0943-24-3577

（株）三晃建設 3,000 －4007無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県八女市平田６０２－３〒834-0003

井手口　良文078627

TEL 093-618-1567

（有）サン緑化 3,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町７－４０〒807-1114

松尾　和義078629

TEL 0944-62-5882

太神工業 －4003無個

土１
福岡県みやま市瀬高町下庄１４３１－６〒835-0024

佐田　泉078633

TEL 0944-22-6006

境建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町江浦１５９０－３〒839-0213

境　実好078637

TEL 092-405-0615

（有）サポーティングハウス 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区今津７３６－１〒819-0165

野田　和夫078638

TEL 092-923-1513

（有）三起 3,000 －4011無法

ガ１具１
福岡県筑紫野市大字古賀４６－１〒818-0047

橋本　淳一078641

TEL 093-522-0853

坂本興業 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区富野台７－１２〒802-0033

坂本　永守078646

TEL 092-940-7177

（有）サンコーホーム 3,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市谷山６９２－１〒811-3125

川本　茂光078647

TEL 093-332-0877

（有）サンセイ 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区清見４－６－１２〒801-0882

山下　誠也078648

TEL 092-596-2828

（有）佐藤電気 5,000 －4011無法

電１
福岡県春日市塚原台１－９６〒816-0841

中島　博文078651

TEL 0947-72-4482

宇都宮工業 －4009無個

管１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３８７１－５〒827-0003

宇都宮　明079013

TEL 0940-33-1282

（株）梅田建設 36,000 －4008無法

土２と２管１舗２園２水２解２
福岡県宗像市冨地原２０５４－４〒811-4154

梅田　芳徳079019

TEL 093-622-0277

（有）浦野内装 3,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市八幡西区割子川２－８－１３〒806-0064

浦野　友晴079027
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TEL 0944-56-6611

（有）上田機設 3,000 －4003無法

と１電１
福岡県大牟田市三川町５－５６－１〒836-0065

上田　剛稔079031

TEL 0944-56-2356

上田建設 －4003有個

建１
福岡県大牟田市小浜町７７－６１〒836-0034

上田　秀信079035

TEL 0949-24-2166

（有）梅林建設 3,000 －4004無法

土１と１石１管１水１
福岡県直方市大字下境２１９８〒822-0007

米満　真一郎079052

TEL 092-565-8558

（株）ウッディ・キュー 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区老司１－２９－１０〒811-1346

江口　久幸079063

TEL 092-832-6744

（株）海辺 40,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市早良区百道１－１－１〒814-0006

海邉　義一079066

TEL 092-806-4884

（株）ウスキ 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市西区大字飯氏６１３－１〒819-0371

宗　龍太郎079070

TEL 092-581-2902

（有）牛島電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区井尻２－１５－２７〒811-1302

牛島　博史079071

TEL 0943-42-0272

梅野建設 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町本分１１０４〒834-1213

梅野　和典079072

TEL 0948-26-2203

（株）瓜生建設一工業 40,000 －4010無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２機１水２解２
福岡県飯塚市新立岩８－１５〒820-0004

瓜生　英史079076

TEL 0943-24-3906

牛島塗装工業（株） 10,000 －4007無法

塗１防１
福岡県八女市平田６０１－２〒834-0003

牛島　良079079

TEL 092-611-8483

（有）浦田鉄工 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市博多区吉塚６－５－１３〒812-0041

浦田　忍079082

TEL 093-293-2696

ウチホーム －4008無個

建１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津２１５７－４〒811-4341

内田　雅己079088

TEL 0942-26-2534

（株）内野組 20,000 －4002無法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県久留米市大善寺町夜明１０５２〒830-0074

内野　宗重079092



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

501頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-881-7921

上村タイル工業 －4001無個

タ１
福岡県福岡市西区石丸３－１５－２０〒819-0025

上村　朝幸079095

TEL 0948-26-0270

（有）ブルーメ 3,000 －4010有法

土１園１
福岡県飯塚市片島２－１３－１４〒820-0068

上野　祐司079096

TEL 0979-22-8582

（有）宇佐電機設備工業 3,000 －4005無法

電１
福岡県築上郡吉富町大字直江６－６〒871-0831

宇佐　和光079104

TEL 093-644-9111

（有）上野設備工業 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区竹末２－１０－２〒806-0045

森　和廣079113

TEL 0946-62-3127

（株）梅野設備 10,000 －4006無法

土１と１管１舗１水１消１解１
福岡県朝倉市杷木久喜宮６２８－１〒838-1514

梅野　孝美079121

TEL 092-804-3001

（株）浦上工業 10,000 －4001無法

土１建１左１と１水１
福岡県福岡市早良区早良１－１－３４〒811-1122

浦上　隆也079122

TEL 092-932-7397

（有）臼井組 3,000 －4001無法

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１塗１水１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４－３－９〒811-2108

臼井　義光079134

TEL 0947-82-0272

（株）浦野組 50,000 －4009無法

土２建２と２石２管１タ２舗２塗２防２内２水２解２
福岡県田川郡添田町大字庄１０７－４〒824-0601

長尾　清弘079138

TEL 0948-25-1339

（有）瓜生電設工業 5,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市下三緒３５－５７３〒820-0012

瓜生　かおる079139

TEL 092-922-1630

（株）ウイット・システム 10,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市高雄４－１１－１０〒818-0122

高巣　純平079140

TEL 092-555-7775

内之倉電機（株） 10,000 －4001無法

電１管１通１消１
福岡県福岡市南区長丘３－８－２〒815-0075

内之倉　健吾079144

TEL 0948-57-2868

内田設備 －4010無個

土１管１
福岡県嘉麻市大力４４１－１〒820-0333

内田　直人079145

TEL 092-555-7265

（有）梅田工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区大橋４－２０－１６〒815-0033

梅田　輝臣079149
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TEL 0944-57-5557

（株）ウチダ工業 10,000 －4003無法

管１鋼１機１
福岡県大牟田市健老町２３１－４〒836-0011

内田　宏079154

TEL 0930-32-2091

（有）浦田組 38,000 －4005有法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県京都郡みやこ町勝山大久保３８０９－１〒824-0801

伊藤　なぎさ079155

TEL 092-328-0052

（有）牛原造園 3,000 －4001無法

園１
福岡県糸島市志摩久家２５１９－１〒819-1331

牛原　恭助079156

TEL 093-883-7896

（有）梅重 8,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区紅梅２－２－１７〒806-0011

梅原　龍三079158

TEL 0946-25-0716

（有）内田鉄工 3,000 －4006無法

建１鋼１
福岡県朝倉市上秋月２０１８－１〒838-0019

内田　唯己079161

TEL 092-326-5124

（株）浦山設備工業 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県糸島市二丈吉井３７２５－５〒819-1641

浦山　里美079167

TEL 0947-22-6164

佐津摩組 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡福智町神崎１０９８－１１〒822-1202

浦田　佐津摩079168

TEL 0942-26-4803

内田工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市大善寺町宮本７６６－２〒830-0073

内田　直樹079171

TEL 0949-33-3711

（株）内山建設工業 32,000 －4004無法

土２建２と２鋼２舗２し２防２水２解２
福岡県宮若市芹田５２０－１〒823-0013

小佐井　麻美079176

TEL 093-962-7427

（有）ウイル 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園１－４－１５〒802-0814

浅田　和憲079187

TEL 0930-22-3267

西海電工 －4005無個

電１
福岡県行橋市大字今井２６７８－１〒824-0018

浦本　慎一079196

TEL 0946-42-3006

（株）ウシジマ 38,000 －4006無法

土２管２鋼２塗２機１水２
福岡県朝倉郡筑前町三牟田２３３－１〒838-0207

牛嶋　敏雄079197

TEL 093-201-0512

（有）内堀建設 6,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１塗１園１水１解１
福岡県遠賀郡水巻町伊佐座４－３－１１〒807-0056

内堀　秀人079199
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TEL 093-692-5430

（有）ウッディ工房 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区浅川台１－５－４６〒807-0875

嶋﨑　健一079203

TEL 0947-22-1897

（有）植壽組 3,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡福智町金田２７５－７１〒822-1201

植高　壽079206

TEL 092-865-4661

（株）内野環境土木 40,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市早良区田村２－８－１５〒814-0175

中村　眞智子079207

TEL 092-801-6086

（有）宇留嶋試錐工業 3,000 －4001無法

井１
福岡県福岡市城南区堤２－２９－３〒814-0151

宇留嶋　正孝079211

TEL 0949-26-0545

（株）上本アルミ建材 10,000 －4004無法

具１
福岡県直方市大字頓野９８３－３〒822-0002

上本　昭南079212

TEL 0940-36-8068

上田工務店（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市日の里２－６－６〒811-3425

上田　勝昭079221

TEL 092-603-2452

（株）海山東建設 10,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区西戸崎１－６－２７－２〒811-0321

海山　雅頌079222

TEL 093-293-3096

（有）植建設 3,000 －4008無法

土１建１管１舗１
福岡県遠賀郡遠賀町浅木１－７－１１〒811-4312

金城　直哉079225

TEL 092-596-5822

内山電気工事店 －4011無個

電１
福岡県大野城市南ヶ丘５－２５－８〒816-0964

内山　義満079226

TEL 0949-22-3358

（株）上田工務店 40,000 －4004無法

管１消１
福岡県直方市殿町４ー２８〒822-0017

上田　浩平079231

TEL 09437-7-6615

（有）浮羽土木 3,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県うきは市浮羽町朝田２７３－１０〒839-1401

坂本　速登079233

TEL 0943-76-5115

（株）浮吉舗道 10,000 －4002無法

舗１
福岡県うきは市吉井町富永７４８－１〒839-1333

堀江　貢一079234

TEL 092-932-2628

（有）内橋工業 3,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２－７－１〒811-2126

内橋　克紀079235
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TEL 093-434-2511

上原工務店 －4005無個

大１
福岡県京都郡苅田町若久町２－８－９〒800-0302

上原　幸吉079236

TEL 0979-82-4313

内丸工務店 －4005無個

建１
福岡県豊前市三毛門１７８〒828-0031

内丸　幸男079237

TEL 0930-32-7500

（有）浦山建設 5,000 －4005無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田１６５８－８〒824-0822

浦山　直樹079238

TEL 0946-25-1139

内田建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市上秋月３３１〒838-0019

内田　寛治079241

TEL 092-922-0124

（有）臼木工務店 5,000 －4011無法

建１大１
福岡県太宰府市青山２－２１－１７〒818-0121

臼木　浩二079245

TEL 092-952-9282

数寄屋建築右近 －4011無個

建１
福岡県那珂川市恵子６－３－２１〒811-1255

右近　茂樹079246

TEL 0943-22-8855

（有）牛島工業 5,000 －4007無法

と１石１屋１タ１鋼１板１ガ１防１内１具１
福岡県八女市本村８１７－２６〒834-0063

牛嶋　和眞079249

TEL 0943-23-7570

牛島設備工業（有） 10,000 －4007無法

土１と１電１管１舗１水１消１
福岡県八女市吉田８４１－２〒834-0006

牛島　敏光079250

TEL 092-322-5564

うら電器 －4001無個

電１
福岡県糸島市有田中央２－１２－２０〒819-1127

浦　隆一079252

TEL 0979-82-3357

（株）ウノシマ 24,000 －4005有法

建１機１
福岡県豊前市大字八屋２５４４〒828-0021

磯永　優二079256

TEL 0944-86-3857

梅﨑設備 －4003有個

土１と１管１水１
福岡県大川市大字大野島１３９２〒831-0045

梅﨑　良彦079262

TEL 0947-32-5770

（有）植田組 10,000 －4009有法

土１建１と１解１
福岡県田川郡香春町大字鏡山６９９〒822-1402

植田　年春079263

TEL 092-641-8228

（株）占部製作所 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市東区東浜１－１２－５３〒812-0055

橋口　和久079269
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TEL 093-614-3300

（株）協大住建 20,000 －4008有法

土１建１と１鋼１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町３－１－１７〒807-0842

田中　成実080003

TEL 093-871-5111

東洋精工（株） 50,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸３－１０〒804-0077

西竹　浩一080005

TEL 093-791-0678

北九鋼材工業（株） 40,000 －4008有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県北九州市若松区南二島４－１５－１〒808-0109

藤田　政成080013

TEL 092-707-1761

日立空調九州（株） 70,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市中央区高砂２－７－１〒811-0011

坂内　啓滋080019

TEL 092-575-4851

（株）城戸工芸 10,000 －4011有法

鋼１内１
福岡県春日市大字上白水７０２－１２〒816-0844

城戸　　則080025

TEL 092-611-2214

（株）九州アイム 10,300 －4001有法

建１大１電１鋼１板１内１機１具１
福岡県糟屋郡志免町別府北４－３－１０〒811-2233

中原　敏彦080029

TEL 092-291-0009

九宝工業（株） 20,000 －4001無法

土２建１と２舗２し２水２解２
福岡県福岡市博多区下呉服町９－２６〒812-0034

春山　宜元080030

TEL 092-865-9058

協英工業（株） 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市城南区干隈２－３３－８〒814-0132

糸山　義人080036

TEL 092-471-1128

九州キロニー（株） 37,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区東那珂１－２－３２〒812-0892

髙野　徹080045

TEL 093-474-3388

（株）キョーエイ 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－９０〒800-0231

吉原　惠美080046

TEL 0944-54-2854

（株）城戸工務店 35,000 －4003有法

土２建２と２舗２塗２防２水２解２
福岡県大牟田市山下町７〒836-0053

城戸　久信080053

TEL 092-213-0531

木山工務店 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区鶴田２－２０－６８〒811-1353

木山　己千生080054

TEL 092-573-0123

（株）キムラ建設 35,000 －4011有法

土１建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県春日市岡本４－１５〒816-0861

木村　浩一080057
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TEL 092-935-3221

（株）九州吉場 10,000 －4001有法

管１
福岡県糟屋郡志免町別府西１ー１ー１０〒811-2232

戸塚　基成080061

TEL 092-863-5919

（有）城戸土木 3,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市城南区東油山４－１１－７〒814-0155

城戸　誠太郎080064

TEL 093-871-3105

（有）共栄電業社 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区一枝４－１０－９〒804-0021

佐藤　隆080066

TEL 092-935-2551

（株）九州コンバート 10,000 －4001無法

建１鋼１機１
福岡県糟屋郡志免町南里２－２５－５〒811-2207

谷口　信男080069

TEL 093-618-6618

木下板金（株） 3,000 －4008無法

大１屋１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１６－２３〒807-1113

木下　義康080073

TEL 092-806-8043

（株）協進産業 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市西区大字田尻２５７７－６〒819-0383

畑江　松司080076

TEL 093-611-3265

（有）来島工業 3,000 －4008無法

管１絶１
福岡県北九州市八幡西区市瀬３－１７－３７〒806-0063

來島　岳治080082

TEL 0943-24-2313

（株）木下組 35,000 －4007無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県八女市高塚４９５〒834-0034

木下　豊次080083

TEL 092-411-6255

（有）城戸伸建設 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市博多区東光１－４－１７〒812-0008

城戸　秀伸080087

TEL 092-472-8502

キョーデン設備機器（株） 10,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２１－２０〒812-0016

小袋　宏二080088

TEL 092-771-1675

九州海運（株） 20,000 －4001有法

土１と２し２水２
福岡県福岡市中央区那の津５－１－９〒810-0071

和田　隆行080098

TEL 093-471-7988

霧島産業（有） 8,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区津田南町１４－１３〒800-0248

岩元　康雄080101

TEL 092-954-1080

（株）共和製作所 10,000 －4011無法

鋼１
福岡県那珂川市大字上梶原９８２－１〒811-1223

武末　潔命080112
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TEL 093-642-7330

（有）協立硝子店 4,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区別所町５－２０〒806-0068

髙杉　隼人080117

TEL 092-661-0061

木村機工 －4001有個

土１
福岡県福岡市東区水谷２－３９－５〒813-0041

木村　龍馬080120

TEL 093-962-1328

（有）キタザキ 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉南区横代葉山２８－１〒802-0825

北﨑　洋介080125

TEL 093-681-0235

九州プラント（株） 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡東区荒手１－２３－１２〒805-0001

沖田　吉勝080127

TEL 0944-53-5098

（有）木下電業社 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字歴木１１８６－１〒837-0924

木下　雅輝080138

TEL 093-475-7055

（有）桐明サッシ硝子店 3,000 －4008有法

建１ガ１
福岡県北九州市小倉南区下曽根４－２４－１９〒800-0217

桐明　稔昌080139

TEL 092-503-0112

（有）共立産業 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷４８９－１〒811-2115

栓山　利秋080142

TEL 093-222-1505

（有）木山建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿１４５３－２〒807-0141

木山　茂徳080153

TEL 093-771-2188

（株）九清 10,000 －4008有法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区響町１－９０－３〒808-0021

城間　秀男080154

TEL 092-807-0378

（有）岸川電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区泉１－１６－２４〒819-0381

岸川　治生080159

TEL 0940-35-1886

（有）九州機械工業 4,200 －4008無法

機１
福岡県宗像市徳重２－２－５１〒811-4164

衛藤　政義080167

TEL 0948-24-1712

（株）九州標識 20,000 －4010有法

土２と２舗２塗２解２
福岡県飯塚市伊川２９４〒820-0054

大塚　広貴080176

TEL 0948-22-6082

行徳建築板金工業（株） 10,000 －4010無法

板１
福岡県飯塚市楽市３０４－８〒820-0074

行徳　政次080177



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

508頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-501-6738

（有）協栄建設 20,000 －4011有法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県大野城市筒井３－６－２２〒816-0931

松尾　美恵子080186

TEL 0949-28-0550

（有）菊栄工業 20,080 －4004無法

土２建２と２管２鋼２舗２し２防２水２解２
福岡県直方市大字植木字東堤田２７８－２〒822-0031

菊地　弘二080187

TEL 092-952-7569

（有）九州石綿工業 5,000 －4011無法

建１屋１内１
福岡県那珂川市五郎丸１－１３７〒811-1252

高邉　登世紀080195

TEL 0944-67-1137

建築工房きたはら －4003無個

建１大１
福岡県みやま市山川町立山４４２－１〒835-0101

北原　哲雄080197

TEL 0942-53-3820

九州システム産業（株） 22,500 －4007無法

土１電２管１通１消１
福岡県筑後市大字中折地２９３－１〒833-0025

古賀　兼文080209

TEL 093-964-1700

協和産業（株） 90,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区蒲生１－１－２５〒802-0978

池永　幸恵080211

TEL 092-414-3662

九建スチール・プロジェクト（株） 30,000 －4001有法

土２と２鋼２
福岡県福岡市博多区堅粕４－２４－１４〒812-0043

三嶋　一彦080216

TEL 093-752-1180

北九鉄工（株） 10,000 －4008有法

管１鋼１
福岡県北九州市若松区大字安瀬６４ー９９〒808-0022

金子　正080234

TEL 0942-65-0326

（株）木原総業 10,000 －4002無法

土１と１解１
福岡県久留米市三潴町玉満１７３２－７〒830-0112

木原　丈博080244

TEL 0944-54-7104

北原建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市下白川町２－３３２〒837-0928

北原　智生080250

TEL 092-934-3073

（有）九州コウケン 3,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石３４８－３〒811-2221

松尾　龍芳080252

TEL 092-771-9101

九東コンクリート（株） 10,000 －4001有法

建１と１屋１タ１
福岡県福岡市城南区鳥飼６－１－２６－１１０１〒814-0103

阿部　哲之助080256

TEL 093-591-8914

（株）北嶋塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区下到津５－１０－２１－１４０２〒803-0846

北嶋　和平080259
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TEL 092-986-8601

（株）久信工業 10,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市東区筥松新町６－１２－１０３〒812-0067

倉田　隆三080263

TEL 092-414-3848

（株）九州レイキシステムズ 10,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２１－２〒812-0016

川満　彰080265

TEL 092-622-6340

（株）九州機工 15,000 －4001無法

管１機１
福岡県福岡市東区多の津４－３－２０〒813-0034

山口　勉080272

TEL 092-403-0248

（株）日商鉄工 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区筑紫丘１－４－２４〒815-0036

四本　健一朗080274

TEL 093-436-6237

（株）共和建設 40,000 －4005無法

土２と２鋼２舗２水２解２
福岡県京都郡苅田町富久町１－５－１〒800-0352

太田　春吉080280

TEL 0946-22-2190

北川建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市一木３２９〒838-0065

北川　巌080282

TEL 093-651-9930

（有）北九システム興業 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区真鶴２－１１－２０〒803-0844

渡邉　哲美080286

TEL 093-967-6424

九州ティーエムティー工業（株） 15,000 －4008有法

土１と１鋼１し１機１解１
福岡県北九州市小倉北区小文字１－１３－４〒802-0037

浦江　卓司080289

TEL 093-561-0040

（株）清原硝子店 10,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市小倉北区清水１－２－７〒803-0841

清原　寿雄080296

TEL 093-571-3160

北九州ポンプ（有） 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区中井１－３１－１５〒803-0836

柳瀬　匡佐080302

TEL 0944-76-0518

（有）清松鉄工所 3,000 －4003無法

建１
福岡県柳川市大和町明野１３５８〒839-0251

清松　保080305

TEL 0947-42-0821

（有）木村組 3,000 －4009無法

建１
福岡県田川市大字奈良２７１－６〒826-0043

木村　正弘080316

TEL 093-611-0077

（株）北川空調 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区春日台１－２－１６〒807-0844

北川　辰美080318
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TEL 093-642-9230

（株）九州工事工業 14,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区割子川１－１－１０〒806-0064

宮木　弥平080321

TEL 092-733-1213

（株）紀祥建設 37,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区六本松１－４－２０〒810-0044

樋口　紀昭080322

TEL 092-962-2070

九州特機（株） 21,000 －4001有法

電１管１機１
福岡県糟屋郡新宮町大字的野７４１－４７〒811-0104

内村　球三080326

TEL 093-202-9532

（株）協同建装 50,000 －4008無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２具２解２
福岡県遠賀郡水巻町猪熊２－９－４５〒807-0001

尾上　　善080328

TEL 0942-39-5885

九建テクノス（株） 10,000 －4002有法

防１
福岡県久留米市江戸屋敷２－５－３３〒830-0059

洲脇　良光080434

TEL 092-812-4033

（有）協栄産業 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区野方６－２０－２４〒819-0043

剣持　忠重080435

TEL 093-652-6070

九州保温（株） 10,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡東区祝町１－１２－１１〒805-0041

岩松　正敏080453

TEL 0942-64-3596

みづま造園 －4002無個

園１
福岡県久留米市三潴町西牟田１６１２－１〒830-0111

喜田　賢太080459

TEL 0942-78-6198

北野通信工業（株） 30,000 －4002無法

土２と２舗２通１水２解２
福岡県久留米市北野町陣屋５１０－１１〒830-1112

猪口　安子080462

TEL 092-483-7311

（株）九州北部サービス 30,000 －4001有法

建２大２左２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３〒812-0013

西崎　晃080463

TEL 093-961-8394

木村建設機工（有） 5,000 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－１１－１４〒802-0979

向井　由次080464

TEL 092-582-0888

（株）九州カルストーン住宅 20,000 －4011有法

建１
福岡県春日市大谷８－１０６〒816-0831

平　賢太郎080466

TEL 092-521-2664

（株）九州事業センター 20,000 －4001有法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２機１水２解２
福岡県福岡市南区平和１－３１－３５〒815-0071

久保　尊善080471
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TEL 093-963-6000

（株）共電社 10,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町２－９－２１〒802-0979

石橋　俊之080472

TEL 093-371-8536

北九州日榮実業（株） 10,000 －4008有法

土１と１石１管１舗１水１
福岡県北九州市門司区大里東４－１－３４〒800-0022

塩谷　健次郎080474

TEL 092-864-7336

（株）キューエイ 10,000 －4001無法

と１タ１
福岡県福岡市早良区賀茂２－６－１５〒814-0164

井上　航080475

TEL 093-592-3900

（株）Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｔｅｃｈｎｏｓ 31,000 －4008無法

土１と１電１舗１通１水１
福岡県北九州市小倉北区高尾２－３－３７〒803-0853

佐藤　賢一080478

TEL 092-863-7110

（有）キューケン 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市城南区樋井川２－１０－１３〒814-0153

久保　周二080479

TEL 092-504-1712

木村建創（有） 3,000 －4011無法

屋１タ１内１
福岡県大野城市御笠川６－１１－１１〒816-0912

木村　春代志080482

TEL 092-952-2212

（株）キュープロ 10,000 －4011無法

屋１板１
福岡県那珂川市大字西畑１３６９－７〒811-1246

高崎　春樹080484

TEL 092-683-3515

（株）協栄建設 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区大字香椎早田４８３－５３〒813-0011

内堀　隆080489

TEL 092-663-6063

（有）協和防災 4,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市東区土井３－２２－１４〒813-0032

岡野　雄一郎080496

TEL 0942-64-5769

協業通信（有） 3,500 －4002有法

通１
福岡県久留米市三潴町西牟田６４４７－３〒830-0111

小林　正和080504

TEL 0949-22-8676

みやび産業 －4004無個

土１と１園１
福岡県宮若市龍徳１１７－１０〒823-0001

岸田　雅彦080505

TEL 093-481-5799

（有）キョーワ開発 10,000 －4008有法

建１塗１
福岡県北九州市門司区大字畑９０１－１〒800-0112

石尾　隆宏080507

TEL 093-482-6091

（有）北九州技建 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区引野１－２６－６〒806-0067

中山　敏男080509
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TEL 093-964-7026

（有）九興建設工業 10,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区石田町３－１５〒802-0838

石田　峯子080513

TEL 092-976-1258

（有）桐明設備工業 10,000 －4001無法

と１管１舗１水１
福岡県糟屋郡久山町大字猪野６５０－３〒811-2503

桐明　幸之助080519

TEL 092-962-4005

（有）豊新工業 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県糟屋郡新宮町大字三代４４８－１〒811-0111

合原　豊080523

TEL 092-404-8864

北村建創 －4011無個

建１
福岡県春日市塚原台１－７１－６〒816-0841

北村　繁伸080529

TEL 0949-26-0677

（株）九州産業 40,000 －4004無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県直方市大字頓野１４０５〒822-0002

大峯　信幸080537

TEL 093-922-0010

（株）キャステール企画設計 45,000 －4008有法

建２大２屋２タ２内２
福岡県北九州市小倉南区北方１－２－２２－１３０１〒802-0841

川口　純司080542

TEL 0940-35-6611

（有）九総開発 3,000 －4008有法

土１と１舗１
福岡県宗像市曲１５９５－２〒811-3413

宮崎　博和080543

TEL 093-692-2111

九商（株） 10,000 －4008有法

塗１防１機１
福岡県北九州市八幡西区則松東２－６－１８〒807-0831

平田　貴宣080544

TEL 093-613-1864

（有）木元組 3,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町４－４－２３〒807-0845

木元　孝080546

TEL 092-976-3071

（有）九機 3,000 －4001無法

管１機１
福岡県糟屋郡久山町大字久原２５１１〒811-2501

吉田　純平080552

TEL 092-562-7033

（有）九州テック 5,000 －4001無法

と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区野間４－２－４０〒815-0041

石川　義輝080555

TEL 0948-23-3809

城戸組 －4010無個

左１
福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈８４８－４〒820-0609

城戸　幸男080556

TEL 093-981-5369

（有）共同建設 3,000 －4008無法

大１と１
福岡県北九州市八幡西区楠北１－３－１〒807-1154

北村　敏行080562
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TEL 092-662-3127

（有）九州ゴンドラリース 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市東区若宮３－１７－２〒813-0036

瀬戸　義久080563

TEL 092-596-1981

（株）久和 10,000 －4011無法

建１大１左１屋１板１塗１防１内１
福岡県春日市春日９－８８〒816-0814

三村　悟080564

TEL 092-562-0555

（株）弘大ハウジング 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区大橋１－１２－６〒815-0033

田中　勇治郎081002

TEL 093-293-6920

（有）谷工業 8,000 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎３９１－３〒811-4342

谷　由文081004

TEL 0947-42-7425

（有）田川建装 5,000 －4009無法

建１と１
福岡県田川市大字伊田４４６３－１〒825-0002

星野　仁081009

TEL 0940-33-2956

瀧口観花苑（株） 20,000 －4008有法

土２と２石２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県宗像市冨地原１５２７－２〒811-4154

瀧口　秀一081018

TEL 092-663-2829

大輝ロード（株） 10,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市東区青葉７－２－６〒813-0025

大黒　亜紀子081019

TEL 093-473-0879

（有）三高産業 20,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区沼新町１－１６３８－１４０〒800-0218

高橋　誠081021

TEL 0942-32-8991

（株）立石弟硝子店 10,000 －4002無法

ガ１具１
福岡県久留米市本町１６－３１〒830-0044

立石　勝081031

TEL 093-201-7902

（有）タナカ装飾 3,000 －4008無法

内１
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１－７－８〒807-0051

田中　豊彦081047

TEL 0948-57-3048

田中総業 －4010有個

土１と１舗１解１
福岡県嘉麻市上７４３－５〒820-0311

田中　利一081049

TEL 093-641-0010

第一化工（株） 30,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区築地町２１－２０〒806-0001

面出　翔081053

TEL 092-953-4508

（株）竹元建材工業 10,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市大字西畑１００２－１〒811-1246

竹元　哲也081054
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TEL 092-804-4373

（株）滝元工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区野芥８－９－１８〒814-0171

滝元　忠義081060

TEL 0942-43-5522

（有）高崎工務店 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市御井町２１２０－５〒839-0851

高崎　美智広081062

TEL 093-617-6089

（有）田尻空調 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区高江１－２－１〒807-1152

田尻　寛司081068

TEL 0947-82-1379

玉田塗装 －4009無個

塗１防１
福岡県田川郡添田町大字庄２３５－１〒824-0601

玉田　和則081075

TEL 0944-57-3040

谷口建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字田隈７１－１〒837-0916

谷口　強081077

TEL 092-566-1311

（株）大地 10,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市南区柏原６－２９－１〒811-1353

中村　照男081081

TEL 0949-28-7554

（株）大輪産業 20,000 －4004無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県直方市大字植木２８４５－３〒822-0031

白川　勝広081083

TEL 093-282-3996

タソー（有） 10,000 －4008有法

内１
福岡県遠賀郡岡垣町東山田１－２－１〒811-4220

田代　慎太郎081090

TEL 0943-24-3147

（有）タナカエンジニア 7,500 －4007有法

土１電１管１水１消１
福岡県八女市龍ヶ原５－１〒834-0067

田中　次郎081091

TEL 0942-43-8454

（株）髙嶋造園 30,000 －4002有法

土１と１石１舗１園２
福岡県久留米市東合川町５１４〒839-0807

髙嶋　智久081093

TEL 093-601-5310

高田プラント建設（株） 20,000 －4008有法

と２電２管２鋼２機２解２
福岡県北九州市八幡西区則松５－１１－１６〒807-0831

福永　博文081094

TEL 092-512-3559

（株）新日本電気通信 20,000 －4001無法

電２通１
福岡県福岡市南区向野２－１０－３５〒815-0035

緒方　博081097

TEL 0942-52-6838

田島土木工業（株） 20,000 －4007無法

土２と２舗２水２解２
福岡県筑後市大字西牟田５７５７〒833-0053

田島　久幸081098
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TEL 093-662-6548

（株）武末工務店 10,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
福岡県北九州市八幡東区枝光１－２－４〒805-0002

武末　昌彦082005

TEL 0942-22-8088

（有）大棟建設 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市藤山町２１９－５〒830-0053

小林　修082007

TEL 092-581-3169

（有）髙野商会 3,000 －4011無法

管１水１
福岡県大野城市山田４－１８－４３〒816-0922

髙野　英機082008

TEL 093-691-1133

たけくに建設（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区浅川町１－２７〒807-0879

佐藤　憲二082009

TEL 093-962-1600

（有）立弘機工 3,000 －4008無法

と１電１機１通１
福岡県北九州市小倉南区横代北町３－１６－２４〒802-0821

立岩　修082010

TEL 0979-82-0873

（有）谷崎組 3,500 －4005無法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県豊前市大字今市４３８－４〒828-0062

谷崎　一男082014

TEL 093-614-1899

（株）貴屋建設 40,000 －4008無法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２絶２具２水１解２
福岡県北九州市八幡西区下上津役３－１９－１７〒807-0075

山　　閣082019

TEL 092-948-2020

（株）高森建設工業 10,000 －4001無法

建１鋼１
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４５３０－２〒811-2405

　森　久隆082022

TEL 092-803-2320

（株）田中興発 20,000 －4001無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市早良区西入部２－１－３〒811-1121

田中　智紀082023

TEL 093-583-0055

大栄フレックス（株） 10,000 －4008有法

建１塗１防１
福岡県北九州市小倉北区西港町６１－１３〒803-0801

時吉　昭082024

TEL 093-931-7217

（有）大徳建設 40,000 －4008無法

土１建２と１解１
福岡県北九州市小倉南区八幡町２７－９〒802-0805

溝渕　浩太082028

TEL 0944-86-3838

（有）大栄建設 3,000 －4003無法

土１建１と１舗１し１解１
福岡県大川市大字坂井２３５－２〒831-0025

岡　孝市082037

TEL 092-271-5331

（株）オネックス 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区奈良屋町１４－２２〒812-0023

大塚　一男082045
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TEL 0942-64-3650

（有）大日電設 3,300 －4002無法

電１
福岡県久留米市三潴町玉満３３９１－１１〒830-0112

富松　義孝082048

TEL 0944-76-1010

（株）武末鉄工所 50,000 －4003無法

建１と１鋼１
福岡県柳川市大和町塩塚１１６３〒839-0243

武末　幸久082051

TEL 092-947-0254

高瀬電気商会 －4001無個

電１
福岡県糟屋郡篠栗町中央１－５－２８〒811-2417

高瀬　勲082055

TEL 093-372-5525

ダイケンビルト（株） 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市門司区別院１－４－１０３〒800-0035

上田　修平082060

TEL 0948-82-0041

大伸建設（株） 10,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市有安４１６〒820-0111

野見山　直子082062

TEL 092-882-8651

田尻技建（株） 5,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県福岡市西区生の松原４－１－２７〒819-0055

田尻　秀行082063

TEL 0942-43-6382

（株）髙木ガーデン 20,000 －4002有法

土１と１石１鋼１舗１園２水１
福岡県久留米市新合川１－８－３４〒839-0865

髙木　勝洋082065

TEL 093-618-3668

（有）竹内設備 3,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市八幡西区岩崎２－１９－６〒807-1153

樋口　正樹082067

TEL 092-939-1740

（株）田籠組 10,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈２２４〒811-2302

田籠　幸江082070

TEL 0944-86-4522

（有）大光永建設 10,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県大川市大野島１２８〒831-0045

永島　保光082073

TEL 0943-73-2849

立石建設 －4002無個

建１大１
福岡県久留米市田主丸町野田４１４－５〒839-1231

立石　光夫082074

TEL 0942-53-5118

（株）田島組 10,000 －4007無法

土１筋１
福岡県筑後市大字西牟田５９０５〒833-0053

田島　安博082077

TEL 093-391-2637

大昇建設（株） 40,000 －4008無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２園１水２解２
福岡県北九州市門司区城山町３－２３〒800-0013

柴田　奈々082081
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TEL 092-591-3841

大鵬電気工事（株） 10,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市筒井４－５－２２〒816-0931

長野　達也082082

TEL 092-731-3510

（有）髙井工房社 5,000 －4001無法

建１内１具１
福岡県福岡市早良区内野８－１６－２６〒811-1123

村上　裕子082088

TEL 092-503-8918

高木工業 －4011無個

鋼１
福岡県大野城市中１－１９－５〒816-0906

高木　和記082089

TEL 0942-31-5963

（有）タク設備システム 10,000 －4002無法

土１管１水１消１
福岡県久留米市長門石２－１１－４３〒830-0027

西尾　公孝082093

TEL 0942-22-4607

（株）太陽システム 10,000 －4002無法

屋１塗１防１
福岡県久留米市上津町１３９１－１１３〒830-0052

田中　隆己082101

TEL 0947-72-7888

（有）滝建設 3,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３４０〒827-0003

滝本　勝082107

TEL 092-595-8720

（株）太陽ハウジング 10,000 －4011有法

建１と１
福岡県春日市大土居３－１３５－２〒816-0847

五藤　寿雄082108

TEL 093-741-5884

髙山塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市若松区青葉台西４－２０－６〒808-0143

髙山　純一082109

TEL 093-613-2317

（有）タニイシ装飾 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区上上津役５－１８－５〒807-0072

谷石　喜美夫082111

TEL 0944-52-4751

（株）伊達建設 15,000 －4003無法

土１と１舗１水１
福岡県大牟田市大字草木１１５７〒837-0917

河野　剛082112

TEL 093-741-5559

（株）竹之下 20,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１塗１防１
福岡県北九州市若松区大字蜑住８５３－７〒808-0122

竹之下　博美082117

TEL 0943-23-1512

谷川産業（株） 10,000 －4007有法

建１
福岡県八女市平田１５－１〒834-0003

谷川　徹治082126

TEL 093-475-4761

（有）ダイテック 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区津田新町１－７－１〒800-0227

粟谷　一大082131
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TEL 093-791-2416

（有）田代組 5,000 －4008有法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区畠田２－２－３２〒808-0104

田代　雅士082137

TEL 093-941-6597

（有）立野建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区北方３－６－９〒802-0841

立野　國克082139

TEL 0942-34-0225

タツミ建設（株） 20,000 －4002有法

土２舗２し２水２解１
福岡県久留米市宮ノ陣町八丁島１５０－２〒839-0805

本山　英治082142

TEL 0948-72-0716

（有）多田工業所 3,000 －4010無法

具１
福岡県飯塚市内野３３４２〒820-0706

多田　篤弘082147

TEL 092-585-3223

（有）田中板金工業 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市南区弥永１－２９－１２〒811-1323

田中　隆082158

TEL 092-771-7918

（有）タック総合インテリア 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区梅光園２－１－１９－１〒810-0035

竹田　敏明082165

TEL 092-863-7522

太福建設（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区飯倉６－３－３４〒814-0161

篠﨑　日出輝082169

TEL 092-205-3177

（有）田中巽建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区松香台１－２７－１〒813-0004

田中　晃082173

TEL 092-621-8845

（株）ベース・テック 20,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県福岡市東区二又瀬新町１４－５〒812-0065

重藤　邦彦082175

TEL 0942-43-0203

（有）滝川緑化建設 9,000 －4002有法

園１
福岡県久留米市国分町６－７０〒839-0863

瀧川　壯082176

TEL 092-521-8531

（有）田川商店 6,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区清川２－５－２０〒810-0005

田川　慶和082182

TEL 0944-88-2850

（株）大光電設 3,000 －4003無法

電１
福岡県大川市大字向島２６５０－１１〒831-0005

今山　昭彦082185

TEL 0944-51-1692

大雄建設（株） 10,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市大字久福木１６３－７〒837-0915

劔持　剛082186
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TEL 092-922-5292

高田塗装店 －4011有個

塗１
福岡県筑紫野市湯町３－９－１５〒818-0058

高田　政孝082188

TEL 0942-48-0797

東豊建設 －4002無個

土１と１舗１水１
福岡県久留米市善導寺町飯田３９８－１〒839-0824

田中　良082191

TEL 0944-53-3333

大福商事（株） 32,500 －4003無法

消１
福岡県大牟田市有明町２－１－３〒836-0842

江戸　健二郎082192

TEL 0947-73-4050

（有）田口建設 5,000 －4009無法

土１と１管１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１３１〒827-0003

田口　政己082197

TEL 093-481-7242

（有）谷川鉄工 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市門司区大字伊川８０３－１〒800-0101

谷川　国重082198

TEL 0940-36-6250

（有）髙嶋造園 3,000 －4008無法

土１石１舗１園１水１
福岡県宗像市野坂２５８２〒811-3423

髙嶋　勝海082200

TEL 092-557-1615

（株）大和造園 40,000 －4001無法

園２
福岡県福岡市南区塩原１－４－２５－２０２〒815-0032

坂本　誠082203

TEL 0940-32-4505

（有）武丸工務店 10,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市武丸１７１－５〒811-4152

武丸　正昭082205

TEL 0942-26-8347

（株）大和クレーン 10,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市荒木町白口１８２１ー４〒830-0062

菊次　仁志082210

TEL 093-662-7703

（有）髙松土木建設 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１解１
福岡県北九州市八幡東区大宮町２０－６８〒805-0003

髙松　和彦082212

TEL 093-871-0513

（有）多田プラント工業 3,000 －4008無法

建１機１
福岡県北九州市戸畑区三六町１２－９〒804-0091

多田　穂082223

TEL 093-741-3900

（株）田中 40,000 －4008無法

土２建２と２管１舗２園１
福岡県北九州市若松区高須西２－１－９０〒808-0146

田中　幸次082229

TEL 093-682-1331

（有）大東電業 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区陣山３－８－３６〒806-0012

東坂　敬二082230
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TEL 0948-22-2850

（株）玉置 10,000 －4010有法

内１
福岡県飯塚市徳前２４－２〒820-0033

玉置　一貴082234

TEL 092-581-9809

（有）竹久建設 3,000 －4011無法

土１と１
福岡県春日市一の谷４－６３〒816-0852

竹本　末弘082239

TEL 0948-42-1882

（有）武田鋼建 5,000 －4010無法

建１鋼１
福岡県嘉麻市岩崎１４８４－８〒820-0205

武田　裕司082241

TEL 092-952-2168

（有）立部産業 3,000 －4011無法

井１
福岡県那珂川市今光２－３５〒811-1211

立部　幸則082244

TEL 092-272-0680

大進開発（有） 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市博多区下呉服町９－２２〒812-0034

椿山　宜光082248

TEL 0947-22-4885

髙木建設 －4009無個

土１建１左１
福岡県田川郡福智町伊方２７５６〒822-1211

髙木　文人082249

TEL 093-601-1231

（有）田中幸二郎組 3,000 －4008有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯３－７－２５〒807-0876

田中　健太082252

TEL 092-572-1235

平建設（株） 10,000 －4011有法

建１
福岡県春日市大谷８－１０６〒816-0831

平　富士子082258

TEL 092-574-7333

髙岩建設 －4011有個

大１
福岡県春日市岡本５－９３〒816-0861

髙岩　和成082262

TEL 093-282-5000

田中建設工業（株） 30,000 －4008有法

土２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津１０２２－１〒811-4231

田中　和広082267

TEL 093-602-3696

（有）大明電工 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区泉ケ浦１－３－１６〒807-0854

今村　修次082273

TEL 0930-33-2663

（有）只松商会 7,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町徳政１７５－１〒824-0105

只松　照子082274

TEL 093-293-7512

豊和建設 －4008無個

建１大１
福岡県遠賀郡遠賀町広渡１－１１－５〒811-4302

竹下　貫司082275
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TEL 093-603-5154

（有）田中管工 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区御開５－３－８〒807-0806

田中　定夫082277

TEL 093-661-8524

（株）ダンコーポレーション 10,000 －4008有法

石１
福岡県北九州市八幡東区中央２－１－１レインボープラザ１階〒802-0019

北山　學082279

TEL 093-541-7108

（有）田中プラント 5,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１機１水１
福岡県北九州市小倉北区富野台１－１６〒802-0033

田中　利則082280

TEL 0942-22-4576

竹井建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市上津町２２２８－６９０〒830-0052

竹井　光博082283

TEL 092-501-7743

げんき住宅（株） 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区警弥郷３－４４－１９〒811-1324

飯尾　潤一郎082288

TEL 0944-55-8900

（株）大平建工 70,000 －4003無法

土２建２大２と２石２屋２管２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県大牟田市浜田町４－１０〒836-0026

大木　則男082290

TEL 093-741-0943

タダノ総建（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市若松区大字安屋１６５９－１〒808-0124

多田野　慎二082291

TEL 0942-54-6400

（有）タカハマ 5,000 －4002有法

建１管１内１
福岡県久留米市三潴町草場１１４〒830-0105

髙濵　幸一082293

TEL 093-871-4151

（資）竹内電気工業 600 －4008有法

電１
福岡県北九州市戸畑区南鳥旗町８－１３〒804-0074

竹内　裕重082301

TEL 093-436-0666

（有）田中建設 20,000 －4005無法

土１建１と１舗１塗１防１園１
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－３－１９〒800-0313

田中　一義082305

TEL 093-582-8023

（有）高村工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区日明２－１９－１６〒803-0831

髙村　哲雄082307

TEL 092-573-5606

（株）髙原電設 20,000 －4001無法

電２消１
福岡県福岡市南区弥永４－９－２〒811-1323

髙原　猛082311

TEL 092-596-6343

（株）高田建設 10,000 －4011無法

建１
福岡県春日市塚原台２－５０〒816-0841

　田　昭彦082315
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TEL 0944-67-0863

竹内住建 －4003無個

建１
福岡県みやま市山川町真弓９２９〒836-0813

竹内　弘久082322

TEL 092-811-5561

大福建設（有） 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市西区大字飯盛５８５－１〒819-0037

齊藤　信幸082326

TEL 092-573-2551

田中保温工業（株） 10,000 －4001有法

管１絶１
福岡県福岡市南区的場１－１１－２５〒811-1314

佐々木　博道082328

TEL 0942-43-2814

（株）拓デザイン 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市山川神代１－２－１３〒839-0811

石井　拓082336

TEL 093-0967-0023

（有）大桑電設 8,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区上石田４－１７－３〒800-0833

桑本　盛司082343

TEL 0944-50-1241

勇土木工業 －4003無個

土１と１
福岡県大牟田市大字甘木４８５－１〒837-0905

高見　勇一082349

TEL 093-511-0200

（株）谷口通信社 30,000 －4008無法

電２通２消１
福岡県北九州市小倉北区上富野２－１３－４６〒802-0022

谷口　龍一郎082353

TEL 093-601-8228

（有）田中建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区大字浅川１１７９－５７〒807-0887

田中　孝市082358

TEL 092-804-5852

谷口建設（株） 15,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区早良１－１５－２４〒811-1122

谷口　幸孝082368

TEL 0930-56-0638

（有）大長 20,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡築上町大字臼田６５３－１〒829-0302

長部　康成082371

TEL 0943-24-8101

立花鉄工建設（株） 30,000 －4007無法

建２管２鋼２解２
福岡県八女市納楚６９７－１〒834-0004

平島　輝昭082372

TEL 0943-23-6565

（有）立花工務店 3,000 －4007無法

土１と１石１舗１水１
福岡県八女市立花町北山５４００〒834-0085

牛島　敏幸082378

TEL 09492-4-1278

田代工業（有） 3,000 －4004無法

機１
福岡県直方市大字上新入１９５２〒822-0033

田代　一雄082381
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TEL 0942-53-5529

（有）田久保建装 3,000 －4007無法

内１
福岡県筑後市大字若菜６３５－１〒830-0405

乗冨　真弓082389

TEL 0940-33-6600

（有）田中設備工業 5,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県宗像市田久５－１－７〒811-4175

田中　直082392

TEL 0940-33-4931

玉置建設 －4008無個

建１
福岡県宗像市河東１３７０－２〒811-3402

玉置　廣人082396

TEL 092-952-1208

（株）立木工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市仲３－１４－３０〒811-1253

立木　榮082404

TEL 092-410-1801

（株）髙倉工務店 10,000 －4001無法

土１建１筋１
福岡県糟屋郡志免町片峰中央４－５－１〒811-2246

髙倉　敏博082406

TEL 093-681-2941

（有）平良工務店 10,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡東区山王１－１５－２２〒805-0017

平良　吉信082408

TEL 0930-25-4140

（株）大千 10,000 －4005有法

清１
福岡県行橋市大字長木１２７３〒824-0058

原　亮082411

TEL 092-936-6530

（株）タカムラ店装 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡志免町南里５－４－１７〒811-2207

　村　幸則082412

TEL 0943-23-1533

（有）立花電工 10,000 －4007無法

電１管１
福岡県八女市立花町北山４０８－１〒834-0085

高木　剛正082414

TEL 092-323-3537

（株）舘ホームサービス 5,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市前原北２－８－２５〒819-1118

大舘　照光082417

TEL 092-512-1895

（有）喬洲開発 5,000 －4001無法

土１建１左１
福岡県福岡市南区柳河内２－７－１８〒815-0063

石田　博義082423

TEL 0948-24-4375

朝灘技建 －4010無個

建１
福岡県嘉穂郡桂川町吉隈９００－６〒820-0609

田中　文夫082424

TEL 092-923-0901

大和金属工業（株） 10,000 －4011無法

建１屋１タ１板１内１
福岡県太宰府市大字内山５４３－２〒818-0115

鍵本　秀樹082427
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TEL 0948-28-9671

（有）田中瓦工業 5,000 －4010無法

屋１
福岡県飯塚市幸袋７４７－４４〒820-0066

田中　耕一082428

TEL 092-573-1106

（有）高井良建具店 10,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市南区的場１－１０－５〒811-1314

高井良　利明082434

TEL 093-882-1375

髙﨑設備（株） 10,000 －4008無法

管１消１
福岡県北九州市戸畑区千防１－４－３３〒804-0081

髙﨑　康生082435

TEL 0942-62-3479

（株）タナカエンジニア 3,000 －4002有法

電１
福岡県久留米市城島町江上上７９４－２〒830-0212

田中　信082439

TEL 0930-25-1885

（有）ダイワ工業 3,000 －4005無法

土１管１
福岡県行橋市大字金屋４１９－１０〒824-0004

古末　広宣082441

TEL 0930-52-2951

隆和組（有） 8,000 －4005無法

土１建１と１舗１水１
福岡県築上郡築上町大字船迫９３２－１〒829-0106

繁永　隆治082444

TEL 093-602-3976

（有）北九エレテック 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城東１－１３－３１〒807-0815

安部　英玲紀082458

TEL 093-882-1196

（有）谷口工務店 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市戸畑区丸町１－４－５〒804-0052

谷口　和男082459

TEL 0942-34-1414

（有）第一電気 10,000 －4002無法

電１消１
福岡県久留米市小頭町２－２６〒830-0045

津留崎　義晴082466

TEL 093-951-7361

（有）大成電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区東水町５－１１〒802-0813

松永　美恵082473

TEL 093-522-0394

（株）タカケン 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区砂津１－４－２９〒802-0014

古賀　孝信082479

TEL 093-245-1662

高橋建工 －4008無個

と１解１
福岡県中間市岩瀬４－４〒809-0011

高橋　義幸082480

TEL 092-322-4341

（株）田中建設 22,000 －4001有法

土１建１
福岡県糸島市高田５－２－３〒819-1102

田中　誠082488
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TEL 0940-36-5187

ｅデザイン（株） 30,000 －4008有法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県宗像市東郷３－６－２〒811-3436

郭　郁三082493

TEL 0947-32-4787

（有）大親建設 5,000 －4009無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡香春町大字中津原１６７６－２〒822-1405

中村　俊　082498

TEL 093-571-0200

大龍築炉工業（株） 10,000 －4008無法

と１タ１
福岡県北九州市小倉北区鋳物師町２－１１〒803-0821

宮武　哲也082500

TEL 093-391-3967

（有）竹下工務店 3,000 －4008無法

左１タ１塗１防１内１
福岡県北九州市門司区永黒２－１３－５〒800-0017

竹下　常男082516

TEL 092-571-0031

大博通信工業（株） 40,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区諸岡４－３０－２７〒812-0894

平野　貞登082517

TEL 0944-72-0137

（株）大豊実業 24,000 －4003無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県柳川市間１９０－１９〒832-0088

太田　恒志郎082519

TEL 093-751-1218

田熊電気商会 －4008無個

電１
福岡県北九州市若松区小石本村町３６－７〒808-0001

田熊　久志082521

TEL 092-325-1007

（有）大洋電興社 3,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市二丈深江４９９－２〒819-1601

古川　岱二082523

TEL 092-692-8331

（有）泰成産業 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区舞松原１－８－１〒813-0042

宮本　正憲082525

TEL 0944-52-5705

武田建設（株） 10,000 －4003無法

土１建１大１鋼１舗１
福岡県大牟田市大浦町１１〒836-0824

武田　親典082528

TEL 092-939-3185

（有）工技建 5,000 －4001無法

土１建１と１鋼１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻５５３－１１〒811-2313

安野　寛二082530

TEL 092-725-1633

（株）タカエ 10,000 －4001有法

土１と１鋼１
福岡県福岡市中央区大手門２－４－１８－６０３〒810-0074

鎌田　豊082533

TEL 0947-22-0961

（有）辰島工業 3,000 －4009無法

土１建１と１
福岡県田川郡福智町金田２７５－７〒822-1201

辰島　勝信082536
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TEL 0943-75-2573

（有）髙山設備工業 5,000 －4002無法

管１
福岡県うきは市吉井町徳丸２８３－１〒839-1302

髙山　邦彦082537

TEL 0949-52-6600

（株）本田興業 3,000 －4004無法

土１建１舗１
福岡県宮若市沼口１０１１〒822-0152

眞鍋　勉082540

TEL 0948-82-4671

（有）田原工務店 10,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市綱分３１９－３〒820-0101

田原　鉄二082547

TEL 0944-52-3090

（有）畳装美池田 3,000 －4003無法

内１
福岡県大牟田市西浜田町３ー２〒836-0027

池田　恭浩082549

TEL 0943-77-3885

ハイホーム －4002無個

建１大１
福岡県うきは市浮羽町古川６２１〒839-1405

髙木　英二082566

TEL 092-271-6654

（株）タナハシ福岡 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市博多区須崎町５－５〒812-0028

井上　善之082574

TEL 092-681-6814

（株）竹下緑園 10,000 －4001有法

土１園１
福岡県福岡市東区多々良２－２－３〒813-0033

竹下　福治082577

TEL 093-651-5919

武田工務店 －4008有個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県北九州市八幡東区石坪町１－２７〒805-0021

武田　貞行082579

TEL 093-641-4945

（株）タケシン機工 49,250 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県北九州市八幡西区岸の浦１－１３－７８〒806-0034

柴原　信行082581

TEL 0940-33-5777

（株）タダ建築工房 10,000 －4008有法

建１
福岡県宗像市自由ヶ丘７－１５－１４〒811-4163

多田　宗史082584

TEL 092-691-0857

（有）タカミ工業 5,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市東区土井４－２５－１６〒813-0032

野田　一男082585

TEL 092-947-5026

（有）立開工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒２７０－１３〒811-2415

立開　克利082587

TEL 092-761-6961

（株）タカモト 15,000 －4001有法

電１機１通１
福岡県福岡市中央区六本松３－１１－２３〒810-0044

長　　七和082588
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TEL 0948-29-5504

田中良工務店 －4010無個

建１
福岡県飯塚市太郎丸９０１〒820-0076

田中　良一082591

TEL 0944-52-1233

（株）タカハシ 10,000 －4003無法

左１
福岡県大牟田市大字手鎌４７８－１〒836-0004

高橋　満徳082592

TEL 092-962-3624

（株）立花建設 30,000 －4001無法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２ガ２塗２防２内２具２水２解２
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１７９３－１〒811-0101

岩隈　仁082593

TEL 0942-52-7050

（株）高江建設 10,000 －4007無法

建１鋼１
福岡県筑後市大字若菜８９－１〒833-0047

田中　義春082596

TEL 093-471-9918

（有）ダイゴ建設 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区中吉田６－２５－１３〒800-0204

伊藤　一豊082604

TEL 093-436-0369

（有）高橋組 3,000 －4005無法

土１と１管１舗１し１園１水１
福岡県京都郡苅田町京町２－２２－１５〒800-0351

高橋　静子082610

TEL 0949-26-7689

ダイア防水工業 －4004無個

土１建１と１舗１塗１防１
福岡県直方市大字感田２２４９ー２５〒822-0001

田島　真利子082612

TEL 0979-52-2160

（株）大豊建設 40,000 －4005無法

土２建２大２と２石２屋２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県築上郡上毛町大字原井１９１９〒871-0926

木曽　天海082619

TEL 0948-25-1732

（有）竹上鉄工 3,000 －4010有法

鋼１
福岡県飯塚市平恒４７７番地９〒820-0073

竹上　弘展082622

TEL 093-341-1484

（有）大輪建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区大字喜多久３５５〒801-0812

星尾　敏彦082624

TEL 093-618-8286

（有）下原機電 5,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市八幡西区香月中央４－１４－１３〒807-1102

下原　治082627

TEL 092-871-0933

（株）大栄企画 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区田隈２－１４－６〒814-0174

樺島　卓志082628

TEL 092-871-6835

（株）大　土木 40,000 －4001無法

土２管１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市城南区七隈７－１８－１５〒814-0133

　田　和久082630
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TEL 0947-22-2235

方城ガラス店 －4009無個

土１と１舗１ガ１具１
福岡県田川郡福智町伊方２３１２－１〒822-1211

髙﨑　勝秀082632

TEL 093-961-1588

（有）竹下工務店 3,000 －4008有法

建１大１左１と１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区石田南２－７－２２〒802-0836

竹下　芳博082634

TEL 0946-22-5773

竹永ポンプ住設 －4006無個

管１
福岡県朝倉郡筑前町高上６７〒838-0822

竹永　幸正082635

TEL 092-885-1910

（有）拓伸 9,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県福岡市西区姪の浜２－９－１２〒819-0002

大上　功一082641

TEL 093-701-2524

（有）タケモリ 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市若松区二島１－３－２９〒808-0103

竹森　政幸082644

TEL 092-608-0164

（株）タジリ 10,000 －4001無法

土１と１電１水１
福岡県福岡市東区高美台２－４０－２２〒811-0215

田尻　純082646

TEL 092-504-6116

（有）田中石材 3,000 －4011無法

石１
福岡県大野城市大城２－５－１９〒816-0911

田中　学082647

TEL 09437-2-2946

田中緑化 －4002無個

土１園１
福岡県久留米市田主丸町秋成６１５－１〒839-1203

田中　利之082653

TEL 092-324-7109

（有）立石工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県糸島市高田１－２４－１１〒819-1102

立石　輝雄082654

TEL 0930-23-4620

田中組 －4005無個

土１
福岡県行橋市大字福丸７０８〒824-0073

田中　正年082661

TEL 092-891-3337

（株）タサカ建設 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区石丸３－１９－９〒819-0025

田坂　久人082664

TEL 093-791-1721

（有）大建設 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区大字払川岩ヶ鼻２２－１〒808-0113

千　達雄082665

TEL 092-551-2305

（株）ダイケン福岡 10,000 －4001有法

建１石１屋１
福岡県福岡市城南区樋井川３－１－１０〒814-0153

大坪　雄二郎082667
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TEL 092-953-4310

（有）大協産業 3,000 －4011無法

鋼１具１
福岡県那珂川市今光１－１３７〒811-1211

合屋　秀一082668

TEL 092-737-1121

（株）ダックス 100,000 －4001有法

建２電２
福岡県福岡市中央区長浜１－１－１〒810-0072

石原　紀幸082672

TEL 0944-76-4270

（有）太陽ハウス工業 5,000 －4003無法

土１建１大１と１屋１鋼１舗１内１水１解１
福岡県柳川市大和町塩塚９５６－１〒839-0243

武末　浩典082677

TEL 093-561-9560

竹峰工務店 －4008無個

土１管１水１
福岡県北九州市小倉北区青葉２－２－３〒803-0822

竹峰　甲秀082680

TEL 093-571-5811

タカラ冷機（有） 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区上到津２－２－６〒803-0845

福井　敏久082681

TEL 092-976-4672

谷野数寄屋工作所 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡久山町大字山田７２－１６〒811-2502

谷野　隆082683

TEL 0943-35-0041

（株）大進道路施設 10,000 －4007無法

と１塗１
福岡県八女市立花町白木１０６１－１〒834-0084

大久保　典幸082685

TEL 092-626-3171

（株）大伸商会 30,000 －4001有法

土１建１と１内１解１
福岡県福岡市東区多の津５－６－２２〒813-0034

木村　眞治082687

TEL 0947-22-1286

（有）竹宗電気商会 3,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡福智町神崎１５３３－１〒822-1202

和田　淳082689

TEL 092-432-0088

（株）竹田商会 30,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－２１〒812-1000

竹田　奉正082691

TEL 093-451-2054

（有）林工業 3,000 －4008無法

土１と１管１鋼１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区大字母原５７－１〒803-0187

林　友敏084002

TEL 0942-52-4093

（株）ハシモト 10,000 －4007有法

土１建１大１と１電１鋼１内１水１
福岡県筑後市大字鶴田８８５－６〒833-0007

橋本　安幸084005

TEL 093-531-0695

（有）春華 5,000 －4008無法

と１鋼１機１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－３－１０〒802-0023

春本　貞男084008
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TEL 093-963-6256

（有）ハラダ防災設備 3,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－１－４５〒802-0821

上田　克哉084009

TEL 093-223-1839

（有）早野電気商会 3,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡芦屋町高浜町５－２５〒807-0122

早野　義之084012

TEL 092-474-1903

（株）花森 20,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区那珂６－１－２２〒812-0893

小関　武美084013

TEL 092-922-3225

（株）八双建設 10,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市俗明院１－６－３〒818-0067

荒瀬　良治084014

TEL 0944-73-6277

（株）ハセトン九州 30,000 －4003有法

内１
福岡県柳川市三橋町蒲船津１１５－２〒832-0827

小瀬木　孝司084018

TEL 093-871-7941

（株）パグラス 5,500 －4008有法

土１と１鋼１し１
福岡県北九州市戸畑区福柳木２－１３－２０〒804-0025

久保　眞人084021

TEL 093-921-6174

（有）浜崎工務店 10,000 －4008無法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区城野２－３－２８〒802-0802

森岡　典子084023

TEL 092-575-3111

浜本商店（株） 10,000 －4011無法

石１タ１内１
福岡県春日市小倉１－３〒816-0824

濱本　一男084025

TEL 0949-32-0421

（有）原口建設 36,000 －4004無法

土２
福岡県宮若市磯光１３２５〒823-0004

原口　すま子084032

TEL 0948-25-0013

（株）春田建設 40,000 －4010無法

土２建２と２舗２し２水２解２
福岡県飯塚市平恒４２〒820-0073

春田　　太朗084043

TEL 093-481-5101

吉志工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区吉志７－１８－１４〒800-0114

馬場　辰己084046

TEL 0946-25-0333

（有）橋本板金工業所 3,000 －4006無法

板１
福岡県朝倉市千手１２５－１〒838-0017

橋本　幹弘084049

TEL 093-244-8669

（有）橋本工務店 5,000 －4008無法

建１
福岡県中間市大辻町１５－１４〒809-0026

橋本　　夫084054
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TEL 092-585-6079

（有）八光電気 6,000 －4011無法

電１
福岡県春日市須玖南６－１３１〒816-0863

上村　輝正084060

TEL 092-611-5751

八光オートメーション（株） 30,000 －4001有法

電２機２通１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２７５３－５〒811-2304

小野　和雄084063

TEL 092-327-2607

（有）林組 3,000 －4001有法

土１と１石１舗１し１解１
福岡県糸島市志摩小金丸１５５５〒819-1323

林　和久084064

TEL 0947-45-3602

原田電気 －4009無個

電１
福岡県田川市大字伊加利１９６３－２〒825-0001

原田　慎二084066

TEL 092-322-5651

ハタエ水資源（有） 3,000 －4001無法

管１井１
福岡県糸島市高上１９７－４〒819-1143

畑江　昭代084068

TEL 093-582-1005

（有）橋本工業 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区高尾２－１１－１０〒803-0853

橋本　秀則084072

TEL 0943-72-1582

陽春グリーン －4002無個

園１
福岡県久留米市田主丸町菅原８８－１〒839-1225

土師　芳雄084081

TEL 092-725-7032

（株）パドレ 10,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市中央区大名２－２－４１〒810-0041

上村　聡084082

TEL 092-891-6003

（有）馬場工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市西区拾六町２－１５－７〒819-0041

馬場　一美084085

TEL 093-881-0659

（株）浜野工務店 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市戸畑区中原西３－９－４〒804-0011

濱野　隆夫084090

TEL 0942-34-5888

（有）原武建設 20,000 －4002無法

土１と１石１舗１水１
福岡県久留米市瀬下町３４７〒830-0025

原武　司朗084096

TEL 0942-47-0265

（有）橋本板金工業 3,000 －4002無法

屋１板１
福岡県久留米市草野町紅桃林３７１－１〒839-0834

橋本　克也084098

TEL 092-811-0999

（有）土生建設 3,000 －4001無法

土１舗１
福岡県福岡市早良区四箇田団地４０－３０４〒814-0176

土生　弘人084102
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TEL 0942-75-2920

（有）伴緑翠園 3,000 －4002無法

と１石１園１
福岡県小郡市三沢２４１９－２〒838-0106

伴　秀次郎084120

TEL 093-332-6780

（有）濱野工務店 5,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市門司区畑田町９－１７〒801-0874

濱野　廣治084123

TEL 0947-44-6523

栄電工 －4009無個

電１
福岡県田川市大字夏吉４０１４－１〒825-0004

林　健治084129

TEL 093-511-5000

長谷川仮設 －4008無個

土１建１と１鋼１舗１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－１８－２９〒802-0023

長谷川　神市084130

TEL 093-601-0112

（株）八熊組 10,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区洞北町１－７９〒807-0811

有田　誠一084134

TEL 092-324-7053

林田電興（有） 3,000 －4001無法

電１鋼１通１
福岡県糸島市波多江駅北１－７－１〒819-1107

林田　征二084137

TEL 092-933-1422

林田設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２－４－４〒811-2126

林田　忠房084138

TEL 092-928-0677

（有）パルテック 3,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市長浦台２－１２－１〒818-0136

児玉　実084141

TEL 0947-42-4661

原口住建 －4009無個

建１
福岡県田川市大字奈良５－１〒826-0043

原口　功084145

TEL 093-751-5100

原口建設（株） 25,000 －4008無法

土１建２大２と２屋２タ２鋼２舗１板２塗２防２内２具２解２
福岡県北九州市若松区大字安瀬４４－１〒808-0022

原口　和也084150

TEL 092-883-0422

（有）原住宅サービス 8,000 －4001無法

土１建１管１
福岡県福岡市西区野方６－６－２４〒819-0043

原　洋史084152

TEL 092-923-8078

（有）半田工芸 3,000 －4011無法

左１
福岡県太宰府市朱雀５－５－１９〒818-0101

半田　勝弘084155

TEL 0948-65-0040

林田住宅建設（株） 20,000 －4010無法

土１建２
福岡県嘉穂郡桂川町大字豆田１３６〒820-0608

林田　勇084158
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TEL 0944-63-4012

原田内装 －4003無個

内１
福岡県みやま市瀬高町下庄７６１－６〒835-0024

原田　善治084160

TEL 0944-62-3290

（有）ユウキ 8,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県みやま市瀬高町本郷３５－２〒835-0021

西久保　茂樹084163

TEL 092-926-6161

（株）播磨工営 8,000 －4011無法

管１機１
福岡県筑紫野市大字下見１３７－３５〒818-0021

池田　一成084170

TEL 093-651-7321

林田建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡東区松尾町１９－１３〒805-0032

林田　清久084175

TEL 0942-22-3427

（有）博栄畳商店 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市上津町１３０５－１〒830-0052

中村　博084177

TEL 0947-49-0158

（有）原忠 5,000 －4009無法

建１
福岡県田川市大字位登川原３０５〒826-0044

原口　広084180

TEL 092-936-5770

博多金物（株） 10,000 －4001有法

建１鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木６１３－１〒811-2112

木村　哲也084181

TEL 0942-21-1530

（株）橋爪土木 30,000 －4002無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県久留米市国分町８２８－４〒839-0863

山下　達雄084184

TEL 0947-45-0747

（有）挾間建設 3,000 －4009有法

土１舗１
福岡県田川市大字糒２３５３〒825-0005

髙木　光信084190

TEL 0947-22-1662

中村建設 －4009無個

土１建１と１石１舗１水１解１
福岡県田川郡福智町弁城２０５３〒822-1212

中村　大介085012

TEL 0946-22-7853

（株）ナカオ 10,000 －4006無法

と１ガ１具１
福岡県朝倉市堤５５９－１〒838-0062

中尾　竜也085013

TEL 0947-32-2789

長野興産 －4009無個

土１建１と１
福岡県田川郡香春町大字中津原１５４８－８〒822-1405

長野　和廣085017

TEL 092-503-6632

（株）中野土木 32,000 －4011無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県大野城市御笠川４－４－１０〒816-0912

中野　充哲085025
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TEL 092-933-6933

（有）中原工業 3,000 －4001無法

管１板１
福岡県糟屋郡宇美町平和１－７－１６〒811-2121

中原　正一085027

TEL 0948-72-0612

（有）成清鉄筋 5,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市阿恵１１５５－２〒820-0704

成清　政孝085029

TEL 0947-85-8499

（有）ナルミ 3,000 －4009無法

内１
福岡県田川市大字奈良４１６－１〒826-0043

鳴海　知明085032

TEL 092-947-2913

（有）中川工業 3,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５４９－２〒811-2413

中川　順吉085034

TEL 092-953-3126

永留建設 －4011無個

建１
福岡県那珂川市大字山田１８５－３〒811-1244

永留　翔085035

TEL 093-618-0822

（株）中川碧水造園 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県北九州市八幡西区池田２－１－３〒807-1125

中川　準二085036

TEL 092-807-1243

中園造園土木（株） 10,000 －4001有法

土１と１園１
福岡県福岡市西区大字田尻１５５８－３〒819-0383

中園　桂造085039

TEL 092-883-5501

（株）成斗工務店 20,000 －4001有法

建２大２内２
福岡県福岡市西区小戸４－２９－４０〒819-0001

中島　一成085043

TEL 093-771-6714

（有）善栄プラント設備工業 5,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県北九州市若松区和田町７－１〒808-0063

中西　喜善085046

TEL 093-962-0862

（有）なかにし 3,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉南区守恒本町２－６－２〒802-0971

中西　将085050

TEL 092-661-5056

（有）仲道工業所 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市東区香椎浜３－２－２－９１４〒813-0016

仲道　福麿085052

TEL 0944-72-5833

（有）中島鉄建 8,000 －4003有法

建１
福岡県柳川市弥四郎町７５－３〒832-0057

中島　清彦085055

TEL 092-552-2710

（有）ナカムラ 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市城南区長尾３－１３－１０〒814-0123

中村　久幸085062



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

535頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-561-7850

（株）那乃津園芸 10,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市南区桧原２－１８－１２〒811-1355

原口　文章085066

TEL 09493-2-3918

中田ホームズ（有） 4,000 －4004無法

土１建１管１水１
福岡県宮若市本城１０９０－５〒823-0003

中田　進085074

TEL 0940-32-1192

（有）南西産業 3,000 －4008無法

土１と１
福岡県宗像市城西ケ丘１－８－１〒811-3404

田畑　久行085078

TEL 0942-43-7879

（有）中村建具店 3,000 －4002無法

具１
福岡県久留米市山本町豊田２４０８－１〒839-0827

中村　彰雄085080

TEL 093-321-4200

楢﨑硝子店 －4008無個

建１大１屋１ガ１塗１内１具１
福岡県北九州市門司区栄町１１－２〒801-0863

楢﨑　均085081

TEL 0944-63-6880

（株）中川建設 20,000 －4003有法

土２建２大２と２舗２し２
福岡県柳川市三橋町棚町８２４－２〒832-0813

中川　輝茂085094

TEL 092-846-1380

中村工業 －4001無個

左１
福岡県福岡市城南区別府２－１６－１９〒814-0104

中村　秋善085095

TEL 0947-63-2922

信栄建設 －4009無個

土１建１と１水１
福岡県田川郡大任町大字今任原３９９９〒824-0511

永原　太085100

TEL 0942-21-5737

（有）中村建設 3,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市藤山町１２０５〒830-0053

中村　秀史085104

TEL 0930-23-1327

（有）中本土木興業 5,000 －4005無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県行橋市大字中川２－１〒824-0053

中本　まち子085105

TEL 0948-21-1633

（株）ナカジマ建設 10,000 －4010有法

建１大１内１
福岡県飯塚市片島３－１６－１１〒820-0068

中島　義昭085109

TEL 092-863-2936

（株）ナカムラユーテック 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１防１水１
福岡県福岡市城南区片江２－１９－１〒814-0142

中村　弘美085114

TEL 092-260-1974

（株）ナカケン 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区東光寺町２－２－１３〒812-0896

中野　雅彦085123
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TEL 093-331-3546

（株）生海商店 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区老松町１－２０〒801-0864

生海　謙一085127

TEL 0943-75-3900

（有）長尾ボーリング設備 3,000 －4002無法

土１建１管１井１水１消１
福岡県うきは市吉井町屋部４９４－１〒839-1331

長尾　一茂085128

TEL 0930-33-3440

中村重機 －4005無個

土１建１大１と１石１屋１タ１舗１し１内１園１水１解１
福岡県京都郡みやこ町呰見１５６９－４〒824-0102

中村　幸徳085134

TEL 092-811-6005

（有）中上建装 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区野方４－２－１〒819-0043

中上　勇二085136

TEL 0942-27-9812

（株）ナカガワ 44,000 －4002有法

建２と２屋２板２塗２防２
福岡県久留米市東合川４－３－２６〒839-0809

中川　満德085139

TEL 093-601-1460

仲工業（株） 10,000 －4008無法

建１管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区御開２－３－１０〒807-0806

仲　晴久085145

TEL 093-521-0508

（株）中組 15,000 －4008有法

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１機１園１水１解１
福岡県北九州市小倉北区大字富野字隠岩１７１７－１－５〒802-0036

田中　正人085146

TEL 092-806-0688

（株）中島電気 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区大字千里３３０－７〒819-0374

中島　健二085149

TEL 0944-53-0210

（有）仲野装業 5,000 －4003無法

建１内１
福岡県大牟田市南船津町２－６－９〒836-0075

仲野　英富085150

TEL 0930-24-7216

（有）仲鉄筋 5,000 －4005無法

筋１
福岡県京都郡苅田町大字稲光７１０－２０５〒800-0337

仲　隆行085153

TEL 0940-42-1730

中川建設 －4008無個

建１
福岡県福津市手光１９１６－２〒811-3224

中川　雄二085160

TEL 0943-24-4401

中尾ボーリング工業 －4007無個

井１
福岡県八女市大字吉田１５７４－８〒834-0006

中尾　雅彦085161

TEL 093-244-0365

中村工務店 －4008無個

建１
福岡県中間市池田１－３－６〒809-0024

中村　忠徳085162
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TEL 092-834-4968

（株）新日本建設 8,000 －4001無法

土１建１大１左１石１タ１塗１防１
福岡県福岡市早良区原１－１５－３〒814-0022

小林　大介085163

TEL 0944-76-0821

（有）成清板金工業 3,000 －4003有法

屋１板１
福岡県柳川市大和町中島１０３４－１〒839-0254

成清　和清085178

TEL 092-891-4045

（有）中西設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区拾六町２－１９－２〒819-0041

中西　茂隆085191

TEL 0947-22-4841

中村基礎工業（株） 10,000 －4009無法

土１建１と１
福岡県田川郡福智町弁城４２３０－２〒822-1212

中村　保085193

TEL 093-321-3848

（有）内藤電気工事 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区東門司１－１６－１８〒801-0873

内藤　一彦085197

TEL 092-821-4636

中山建設 －4001無個

土１建１左１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区有田１－５－１３〒814-0033

中山　憲喜085200

TEL 092-502-5666

中原電気（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区横手２－３２－１１シャーウッドビル３０５〒811-1311

中原　強085202

TEL 093-980-3397

（株）中村工務店 11,000 －4008有法

左１
福岡県北九州市小倉南区高野５－７－１０〒803-0275

中村　勝085209

TEL 0930-25-9191

（株）中原屋 10,000 －4005無法

建１屋１
福岡県行橋市大字寺畔３９８－１１〒824-0042

中原　正人085212

TEL 0946-42-5512

（有）中村通信建設 3,000 －4006無法

通１
福岡県朝倉郡筑前町東小田２１０７－２〒838-0214

中村　保眞085213

TEL 0946-22-6473

（株）中野建設 20,000 －4006無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県朝倉市柿原１０４４－２〒838-0026

中野　剛行085217

TEL 093-601-7770

（株）ナカガワクリエイト 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎３－１４－１〒807-0803

中川　輝昭085220

TEL 093-434-6535

インテリアナガエ －4005無個

内１
福岡県京都郡苅田町尾倉３４２５－４〒800-0353

長江　三郎085222
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TEL 0942-47-1106

（有）中村製畳店 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市善導寺町飯田６０８〒839-0824

中村　清人085227

TEL 0944-33-0393

永渕塗装（有） 6,000 －4003無法

塗１防１
福岡県三潴郡大木町大字大角１４９－４〒830-0403

永渕　康信085229

TEL 0942-22-8716

中島空調設備（株） 20,000 －4002無法

管２
福岡県久留米市南３－２４－２１〒830-0051

中島　幹夫085232

TEL 0943-23-7800

中島建設 －4007無個

建１
福岡県八女市高塚７４５〒834-0034

中島　正隆085235

TEL 093-617-1760

中村建設（有） 40,000 －4008有法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－８－１８〒807-1145

中村　信二085246

TEL 0942-62-6774

（株）中村建材工業 35,000 －4002有法

土２と２管１舗２園１水２
福岡県久留米市城島町楢津４７３〒830-0211

中村　哲郎085254

TEL 092-954-2955

中村重機興業 －4011無個

土１舗１
福岡県那珂川市片縄西２－３－１２〒811-1201

中村　良二085255

TEL 0979-83-2113

（有）長野組 5,000 －4005無法

土１舗１解１
福岡県豊前市大字宇島３２０－１〒828-0022

長谷津　達也085256

TEL 0942-53-3636

（有）成清塗装 3,000 －4007無法

塗１防１
福岡県筑後市大字蔵数１０７４－５〒833-0054

成清　勉085259

TEL 0930-22-2247

（有）小堤建設 5,000 －4005無法

土１建１と１
福岡県行橋市北泉２－７－１〒824-0033

小堤　俊一086004

TEL 092-262-6381

光和電設（株） 30,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区須崎町６－３〒812-0028

光山　敬二086018

TEL 092-632-5968

（株）コンテック 10,000 －4001無法

と１電１機１
福岡県福岡市東区箱崎１－１４－１１－３０５〒812-0053

小川　敏086021

TEL 0944-72-0094

（有）近藤工業 20,000 －4003無法

土１建１と１
福岡県柳川市大和町豊原７２６－１〒839-0242

近藤　幸則086025
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TEL 0949-28-7987

古賀組 －4004無個

大１
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋１５１４－１〒807-1308

古賀　伸一086026

TEL 092-953-2759

木實工務店 －4011無個

建１
福岡県那珂川市片縄東１－８－７〒811-1201

木實　末俊086030

TEL 093-963-1857

（有）秋桜防災 3,000 －4008無法

管１消１
福岡県北九州市小倉南区守恒４－２１－１〒802-0972

吉田　達也086054

TEL 092-862-7265

（有）コンクリート・カッティング 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市城南区片江１－２－７〒814-0142

保坂　賢治086056

TEL 0930-22-8342

栄成開発 －4005無個

土１と１舗１水１
福岡県行橋市東泉３－２１－８〒824-0035

五反田　寛猛086058

TEL 0943-72-2411

（有）興英 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市田主丸町野田１５６４－１〒839-1231

永田　工086060

TEL 092-322-7206

（有）後藤陶業 3,000 －4001無法

屋１
福岡県糸島市井原１０９７－６〒819-1582

後藤　正則086067

TEL 093-921-0136

小倉セメント製品工業（株） 50,000 －4008有法

土１と１石１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘３－１１－１０〒802-0052

上田　泰博086070

TEL 093-884-0793

米本工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区福柳木１－１６－６〒804-0025

米本　志信086071

TEL 0947-32-3830

小松商店 －4009無個

土１ガ１解１
福岡県田川郡香春町大字柿下４８９－３０〒822-1404

小松　主086073

TEL 09496-2-6507

（有）小竹古森組 5,000 －4004無法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県鞍手郡小竹町大字南良津１６２１－１〒820-1106

栗林　孝士086076

TEL 0947-62-3655

（有）光明建設工業 30,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡赤村大字内田２２２３－６９〒824-0432

浦野　幸明086081

TEL 092-751-0484

（株）小堀船舶工業 10,000 －4001有法

機１水１
福岡県福岡市中央区港３－３－２７〒810-0075

廣津　良二086082
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TEL 092-836-9660

（株）小林工務店 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市城南区梅林２－１１－１８－１－２〒814-0144

小林　誠治086097

TEL 092-928-6301

（有）小柳電設 5,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市青山１－２８－５〒818-0121

小柳　忠義086101

TEL 0946-52-0684

古賀建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市大庭２６－３〒838-1316

古賀　満086106

TEL 092-611-3516

（株）コトブキ福岡 11,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区多の津２－３－３〒813-0034

壽福　広人086112

TEL 093-321-5437

（有）幸谷工業 3,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１機１水１
福岡県北九州市門司区東港町６〒801-0853

幸谷　英次086114

TEL 092-811-1066

（有）菰田設備 3,000 －4001無法

土１と１管１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区四箇４－３－１６〒811-1103

菰田　雅之086118

TEL 092-441-3283

（株）広洋建設工業 20,000 －4001有法

土２と２石２鋼２
福岡県福岡市博多区西月隈２－７－４０〒812-0857

山城　幸治086138

TEL 0948-28-7942

（有）ゴダイ 5,000 －4010無法

タ１
福岡県飯塚市津原３５９〒820-0086

池田　英荘086142

TEL 093-618-5384

（株）後藤緑化建設 50,000 －4008有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１機１園２水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南２－１１－１９〒807-1143

後藤　昭江086150

TEL 093-618-8612

（有）小杉技研 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡西区船越２－２３－３〒807-1111

小杉　康久086151

TEL 092-804-1732

鋼研工業（株） 10,000 －4001無法

建１鋼１
福岡県福岡市早良区野芥８－３６－１９〒814-0171

瓜生　忠裕086163

TEL 092-804-5599

エクステリア後藤造園 －4001無個

土１と１タ１園１
福岡県福岡市早良区内野６－１２－３８〒811-1123

後藤　信086164

TEL 0947-72-3988

（有）雄健 5,000 －4009無法

土１建１と１舗１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１６３８－１〒827-0003

野村　澄子086165
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TEL 092-935-6832

エス・エス電機システム －4001無個

電１管１
福岡県糟屋郡志免町桜丘２－６－１〒811-2201

古賀　修児086167

TEL 092-863-7790

（有）小光電気工事 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区田村６－１３－２０〒814-0175

小宮　安光086168

TEL 092-954-1361

光洋産業（株） 22,000 －4011有法

と１
福岡県那珂川市中原５－７７－３〒811-1213

竹下　健二086173

TEL 0940-42-0497

（有）寿造園 3,000 －4008有法

園１
福岡県福津市手光１２８８〒811-3224

秦　政則086180

TEL 092-804-7409

（有）後藤産業 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市早良区大字西３００〒811-1131

川野　智史086182

TEL 093-962-2310

（有）幸野商会 6,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区山手１－９－８〒802-0982

幸野　浩086189

TEL 093-603-5259

（有）康栄工業 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区瀬板２－１３－１３〒807-0822

若杉　征治086196

TEL 092-976-1618

小森設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡久山町大字久原１７７３－５〒811-2501

小森　教和086198

TEL 0940-32-1235

（有）穴村工務店 3,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県宗像市陵厳寺３－２－１〒811-4145

穴村　勝子087002

TEL 093-693-3600

ＲｕｎＷｏｒｄ（株） 10,000 －4008有法

建１管１
福岡県北九州市八幡西区則松７－１６－９〒807-0831

大島　隆三087008

TEL 093-963-8905

（有）アリヨシ建設 20,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区北方３－６５－１０〒802-0841

五反田　伸一087010

TEL 0942-45-0010

アグリシステム（株） 10,000 －4002有法

機１
福岡県久留米市山川追分２－２－７〒839-0814

水城　宗久087012

TEL 092-575-0500

アレックス（株） 30,000 －4001有法

建１大１左１屋１板１塗１防１内１具１
福岡県福岡市南区横手４－１－３２〒811-1311

原　聖087013



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

542頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0979-82-3448

（株）アンテック 10,000 －4005無法

土１建１舗１
福岡県豊前市大字八屋５１７－１〒828-0021

安仲　佐登美087015

TEL 0940-43-5999

（有）アクロス 3,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県福津市畦町４３９－１１〒811-3202

金丸　真澄087018

TEL 093-672-4128

（有）アウテックス 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡東区上本町２－１６－２７〒805-0018

土亀　和哉087028

TEL 092-451-4011

（有）アクト住研 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区住吉４ー３ー３１〒812-0018

柴田　照美087032

TEL 0947-28-5236

亜細亜産業（株） 10,000 －4009有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町上野３７０２－１〒822-1102

植田　健造087036

TEL 092-651-3050

（株）アシスト 10,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区千代５ー２１ー５〒812-0044

新井　由美子087039

TEL 092-451-8331

（株）アオバ 19,990 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区博多駅前３ー１６ー１０〒812-0011

税田　信雄087044

TEL 092-806-4584

青葉造園土木（株） 10,000 －4001有法

土１園１
福岡県福岡市西区大字周船寺２６４－１〒819-0373

末永　一樹087045

TEL 0944-53-0538

（株）青葉開発 10,000 －4003有法

土１建１
福岡県大牟田市藤田町５５－１〒836-0074

吉川　勝久087046

TEL 092-801-9176

（有）コアシステム 8,000 －4001無法

土１建１と１
福岡県福岡市早良区賀茂１－４８－４１〒814-0164

山下　俊哉089099

TEL 092-954-3100

（有）大豊工業 3,000 －4011有法

土１と１舗１
福岡県那珂川市大字上梶原１００８－８３〒811-1223

川良　健一090001

TEL 092-845-1211

（株）エム・アイ工房 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区小田部１－３２－３〒814-0032

眞鍋　栄一090003

TEL 092-551-5459

（株）風組 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区和田２－４－２７〒811-1343

執行　裕090004
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TEL 092-541-6068

芦塚工業（株） 10,000 －4001無法

建１防１
福岡県福岡市南区柳河内２－１１－３９〒815-0063

芦塚　正幸090005

TEL 092-861-6734

（株）栄屋 10,000 －4001有法

建１塗１内１具１
福岡県福岡市城南区七隈６－１９－１８〒814-0133

柳田　惠隆090007

TEL 0930-23-5352

半吉建設 －4005無個

土１
福岡県行橋市東大橋３－６－１４〒824-0002

出口　政輝090008

TEL 0942-43-9111

渡辺鉄工（株） 10,150 －4002有法

機１
福岡県久留米市御井旗崎２－２５－２５〒839-0842

渡辺　雅之090020

TEL 0943-77-2677

（有）清水興産 20,000 －4002無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県うきは市浮羽町山北１９３０－２〒839-1408

江藤　英雄090021

TEL 092-882-2951

（有）川口工業 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市西区上山門２－２８－２２〒819-0054

川口　直治090024

TEL 093-293-7782

（株）マルイチ 20,000 －4008無法

大１
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良５０３－６〒811-4311

隅野　加代子090025

TEL 0948-22-0630

ユゲデンキ（株） 20,000 －4010有法

電１管２機１通１
福岡県飯塚市飯塚１１－２１〒820-0041

弓削　尚和090026

TEL 093-961-7781

（有）中央工業 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉南区企救丘６－７－３〒802-0981

宮﨑　正太郎090030

TEL 093-473-3288

（有）インテリア・ホープ 5,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉南区中吉田６－１９－１〒800-0204

佐保　進090031

TEL 0946-22-5980

（有）古賀緑孝園 3,000 －4006無法

園１
福岡県朝倉市三奈木２２０８〒838-0023

古賀　寛子090035

TEL 0948-21-2205

（有）友和工業 3,000 －4010無法

土１と１鋼１
福岡県飯塚市横田４５６〒820-0044

片峯　幸子090036

TEL 092-626-0431

（株）エイドス 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市博多区吉塚本町８－８〒812-0046

渕上　晃弘090041
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TEL 092-557-8610

宝燃料工業（株） 10,000 －4001有法

管１機１
福岡県福岡市南区大橋２－１１－１６－２０１〒815-0033

川野　智紀090044

TEL 093-591-1333

（有）アリノ 5,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区清水１－２０－２〒803-0841

有野　政見090045

TEL 093-471-9777

村上鉄筋 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉南区下吉田４－２１－３〒800-0203

村上　正一090046

TEL 093-952-0800

（株）ユービック 40,000 －4008無法

建２と２屋２鋼２塗２防２解２
福岡県北九州市小倉南区城野３－９－３０〒802-0802

廣瀬　雄一090047

TEL 093-382-2110

アオキエンジ（株） 12,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市門司区原町別院１－２６〒800-0037

青木　将広090048

TEL 092-322-6254

（有）シグナル電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市前原東３－１１－１５〒819-1119

宮﨑　祐也090049

TEL 092-323-8102

森田技建工業 －4001無個

土１と１解１
福岡県糸島市末永６９２〒819-1572

森田　稔廣090050

TEL 0942-52-5434

徳永設備 －4007無個

土１管１水１
福岡県筑後市大字久恵１０６３－１〒833-0011

徳永　有司090052

TEL 092-832-3237

（株）吉浦工務店 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区百道浜４－２－２－３１３〒814-0001

吉浦　敏幸090053

TEL 092-523-2511

（有）エステート・アサヒ 17,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市南区大楠２－１１－２３エステートアサヒビル〒815-0082

合原　繁子090056

TEL 093-616-9420

（有）花和ホームテック 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区泉台１－９－３〒803-0842

花田　和敏090062

TEL 093-551-5900

（株）大山組 20,000 －4008有法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市小倉北区富野台１－１〒802-0033

大山　功一090064

TEL 093-501-7205

かわづ工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区警弥郷３－４４－２２〒811-1324

川津　正純090073
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TEL 092-651-0235

（株）広創 20,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区千代３ー５ー２４〒812-0044

立藤　廣幸090075

TEL 0948-52-0888

（株）河東興業 10,000 －4010有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県嘉麻市牛隈９３４－７〒820-0301

河東　泰均090079

TEL 0930-33-3703

政時防水工業 －4005無個

土１と１舗１防１水１解１
福岡県京都郡みやこ町呰見１５７４－１〒824-0102

政時　孝行090081

TEL 0944-86-2057

石橋住宅興業 －4003有個

建１
福岡県大川市大字三丸１１９２〒831-0026

石橋　信浩090084

TEL 0943-54-2083

森田建設 －4007無個

建１
福岡県八女市上陽町北川内１４０５－１〒834-1102

森田　晴男090086

TEL 0943-32-0584

（株）髙鍋電工 10,000 －4007無法

電１
福岡県八女郡広川町大字吉常６６６〒834-0104

髙鍋　和哉090088

TEL 0942-72-0400

（株）ミリオンテック 50,000 －4002有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県小郡市干潟字城山１４８９－５〒838-0112

久米　廣幸090096

TEL 092-692-8056

九州通信鉄工（有） 3,000 －4001有法

通１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４－８－８〒811-2108

浅原　博巳090098

TEL 0942-52-4540

靏工務店 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字長浜２１７３－２〒833-0005

靏　慶治090105

TEL 092-322-3286

高春電気工事店 －4001無個

電１
福岡県糸島市前原中央３－１０－２〒819-1116

高橋　春男090110

TEL 092-513-3377

（株）堀内電気 40,000 －4001有法

電２通１
福岡県福岡市博多区浦田１－５－４６〒812-0861

堀内　重夫090121

TEL 0942-53-5213

（有）赤坂舗道 3,000 －4007無法

土１舗１
福岡県筑後市大字蔵数５４２－２〒833-0054

緒方　美保子090126

TEL 0944-67-2064

今村建設 －4003有個

土１と１
福岡県みやま市高田町竹飯２９９４－２〒835-0135

今村　巌090129
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TEL 0944-87-8224

（有）香妻塗装工業 3,000 －4003無法

建１塗１
福岡県大川市大字一木９２４－３〒831-0034

香妻　大志郎090130

TEL 092-531-5270

オカ防災工業 －4001有個

消１
福岡県福岡市南区平和１－８－１９〒815-0071

辰市　直樹090131

TEL 0944-53-5958

（有）原田緑地建設 8,000 －4003無法

園１
福岡県大牟田市花園町９〒836-0867

原田　嘉幸090132

TEL 093-661-2465

髙田組（有） 8,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡東区大宮町１９－４３〒805-0003

髙田　秋実090138

TEL 093-602-8336

（有）渡辺造園 5,000 －4008無法

土１と１舗１園１水１
福岡県北九州市八幡西区丸尾町１１－３〒807-0826

渡邊　正雄090139

TEL 093-691-2138

坂元工務店 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２６８４－２〒807-0801

坂元　洋一郎090143

TEL 093-681-6360

（有）やまもと 3,000 －4008有法

具１
福岡県北九州市八幡東区春の町３－１－９〒805-0050

山本　國男090144

TEL 093-619-1821

阿部機設工業（株） 10,000 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市八幡西区大字野面２９５－１〒807-1262

阿部　順一郎090145

TEL 093-245-0838

（資）中山建材店 9,000 －4008有法

土１建１左１石１タ１
福岡県中間市長津１－１２－８〒809-0036

中山　淳司090148

TEL 0979-83-2002

（株）ムクノ 30,000 －4005有法

土１管１舗１水１
福岡県豊前市大字八屋２５３３－２〒828-0021

向野　秀定090151

TEL 0947-26-2460

（有）田川エンジニアリングサービス 3,000 －4009無法

管１水１
福岡県田川郡糸田町２０８９ー２〒822-1300

畠山　雅彦090152

TEL 0948-23-0165

（有）ヤスタケ設備 10,000 －4010無法

管１水１
福岡県飯塚市弁分１３２－７〒820-0088

安武　正浩090154

TEL 0930-24-8856

（有）シンケン工業 3,000 －4005無法

土１と１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡苅田町大字葛川２３６－１〒800-0338

松本　美知子090158
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TEL 092-605-6340

福岡外構緑化（有） 3,000 －4001無法

土１園１
福岡県福岡市東区美和台２丁目６２番８号〒811-0212

佐々木　登夢090162

TEL 0943-42-0184

（株）石﨑組 40,000 －4007無法

土２建２大２と２舗２内２水２解２
福岡県八女市黒木町北木屋４２７〒834-1203

石﨑　なる子090172

TEL 092-586-6331

第一基礎開発（株） 10,000 －4011無法

土１と１解１
福岡県大野城市大城３－２－１〒816-0911

田中　清治090177

TEL 092-761-3574

（有）萬福商事 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市中央区舞鶴２－８－６－２０６〒810-0073

松本　清子090180

TEL 092-531-4343

鶴田工業（株） 10,000 －4001有法

土１建１と１管１鋼１舗１水１
福岡県福岡市城南区長尾３－２７－２３〒814-0123

福田　央史090183

TEL 092-611-3880

（株）太陽空調 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区社領１－１０－６〒812-0068

竹田　真一090186

TEL 0940-32-8687

中川工業 －4008無個

機１
福岡県宗像市吉留１７４８－７〒811-4153

中川　清隆090187

TEL 0947-62-3541

髙田建設 －4009無個

土１建１と１解１
福岡県田川郡赤村大字赤３１７１－１〒824-0431

髙田　和美090192

TEL 093-475-0500

（株）建光 32,000 －4008有法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区上曽根新町１２－４〒800-0215

高山　英生090194

TEL 0946-26-2112

（有）梅野商店 20,000 －4006無法

土２と２石２管２舗２水２解２
福岡県朝倉市杷木古賀１６４１〒838-1513

梅野　公雄090195

TEL 0944-51-7665

杉野工務店 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字草木５０１－１〒837-0917

杉野　茂090197

TEL 092-804-5078

（有）和幸設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区重留７－１１－３６〒811-1101

稲村　和幸090200

TEL 092-963-3360

（有）マナベ設備 3,000 －4001無法

管１井１水１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口４２６－８〒811-0102

青　　紀美枝090201
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TEL 092-566-1906

（有）中尾設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区老司５－３－６〒811-1346

中尾　満夫090205

TEL 0948-42-4229

麻生組 －4010無個

大１
福岡県嘉麻市鴨生３３７－５〒820-0206

麻生　光晴090212

TEL 093-201-6336

（有）福田工務店 3,000 －4008無法

左１と１
福岡県遠賀郡水巻町吉田南１－３－１０〒807-0048

福田　直樹090221

TEL 0947-44-5203

（有）宗貞ガラス店 10,000 －4009無法

ガ１具１
福岡県田川市大字夏吉１２０４－１１〒825-0004

宗貞　伸繁090227

TEL 092-947-1354

毛利建設（株） 12,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒字森元１９１－１〒811-2415

毛利　寿治090228

TEL 092-641-8788

辻組 －4001無個

と１
福岡県福岡市東区馬出３－２－２１〒812-0054

山口　巧090229

TEL 093-512-6226

（株）冨倉 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区末広２－３－１４〒802-0012

冨倉　恒子090232

TEL 093-701-0724

（有）ユタカ工房 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市若松区東二島４－１－４〒808-0102

村上　泰弘090235

TEL 0949-36-7878

（有）カワベ電設 10,000 －4004無法

電１通１
福岡県鞍手郡鞍手町大字上木月７６２－１〒807-1302

川邉　真吾090236

TEL 093-618-2670

（有）アザック 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区金剛１－７－５８〒807-1263

久保　敏幸090238

TEL 093-617-6331

村上造園 －4008無個

土１園１
福岡県北九州市八幡西区船越１－５－１３〒807-1111

村上　寿紀090239

TEL 0944-22-6387

小宮建設 －4003無個

建１管１板１
福岡県みやま市高田町田尻１４００〒839-0224

小宮　誠之助090241

TEL 0944-63-7603

南里宝寿園 －4003無個

園１
福岡県みやま市瀬高町本郷２２８３－１〒835-0021

南里　耕司090243
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TEL 092-953-4881

木原電機設備（株） 10,000 －4011無法

電１管１
福岡県那珂川市大字別所４５２－３〒811-1245

竹浦　広文090246

TEL 092-924-3198

テックホームガス（株） 15,000 －4011有法

管１
福岡県太宰府市五条２－１４－２０〒818-0125

寺　　盛行090247

TEL 092-804-4827

（有）滝川建設 3,000 －4001有法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県福岡市早良区内野１－２５－５〒811-1123

瀧川　敬三090250

TEL 092-845-3344

（有）トータルスタッフ西 3,000 －4001有法

左１と１
福岡県福岡市早良区室見１－１－１〒814-0015

西崎　晃090258

TEL 092-663-6789

（株）藤善設備工業 25,000 －4001無法

土２と２管２鋼２舗２水２
福岡県福岡市東区八田１－７－３２ＦＳＫビルド１号館〒813-0031

藤根　義法090260

TEL 093-293-1114

（有）堀内石材店 5,000 －4008無法

石１
福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府１３－５４〒811-4332

堀内　一男090273

TEL 0979-24-3333

ソネック工機（株） 10,000 －4005有法

と１管１機１
福岡県築上郡吉富町大字直江６６４〒871-0831

仲宗根　哲也090276

TEL 0930-42-1320

（有）笹山建設工業 6,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川谷口４４１〒824-0216

笹山　照夫090277

TEL 0940-38-7550

（有）ケイエヌ架設工業 3,000 －4008有法

土１と１舗１水１
福岡県宗像市江口６５６－２〒811-3502

中垣　宗俊090284

TEL 093-671-6505

（株）北九リニューアル工業 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区枝光本町７番１号〒805-0008

関谷　竜二090287

TEL 092-606-9856

（有）オフィス設計 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区三苫５－３－６０〒811-0201

安永　正則090297

TEL 092-431-1155

（株）ハヤカワコーポレーション 15,000 －4001有法

土１と１管１内１水１
福岡県福岡市博多区豊１－９－４５〒812-0042

赤城　功一090298

TEL 093-616-7814

（株）エイコーエンジニアリング 23,000 －4008無法

土２と２鋼２舗２し２水２
福岡県北九州市八幡西区楠橋南１－１２－８〒807-1143

古山　光浩090300
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TEL 0948-22-8109

（有）川波組 5,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市弁分４９５－５０〒820-0088

川波　宏志090305

TEL 09496-2-0065

（有）パナックスカトー 4,000 －4004有法

電１管１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野４０５３－６〒820-1103

加藤　喜久生090310

TEL 0947-82-0561

田島工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡添田町大字庄１６９〒824-0601

田島　嘉季090315

TEL 092-502-2188

（株）ミックプラント 20,000 －4011有法

建１管２機１絶１
福岡県大野城市仲畑２－９－３９〒816-0921

伊藤　通洋090317

TEL 0943-75-2155

（株）かがし屋 44,370 －4002有法

内１
福岡県うきは市吉井町清瀬４７７－４〒839-1312

半田　剛志090322

TEL 0944-88-3021

（株）筬島組 25,000 －4003有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県大川市大字鐘ケ江４５－５〒831-0008

筬島　裕隆090324

TEL 0942-51-2600

ティー・ツー（株） 40,000 －4002無法

土１建２と２タ２鋼２塗２防２内２解２
福岡県久留米市国分町１９８７－１２〒839-0863

石川　達郎090325

TEL 0947-44-2972

（株）ケンタツ 20,000 －4009有法

土１建２と１舗１水１解１
福岡県田川市大字伊田２７３８－２〒825-0002

西本　良一090330

TEL 0947-63-2887

（株）鷹羽建設 48,000 －4009有法

土２建１と２舗２解１
福岡県田川郡大任町大字大行事４６７８－１４〒824-0512

永原　譲太郎090332

TEL 092-566-1385

住まい工房いわかわ －4001有個

建１大１
福岡県福岡市南区老司３－４１－１６〒811-1346

岩川　勝090333

TEL 092-323-1001

（有）しんとう 3,000 －4001有法

建１
福岡県糸島市加布里１－４－１６〒819-1124

進藤　秀和090334

TEL 093-631-9325

重光造園 －4008有個

と１園１
福岡県北九州市八幡西区市瀬２－８－７〒806-0063

重光　正090341

TEL 092-291-7772

（有）金基建設 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区石城町１７－６金基ビル３〒812-0032

金光　基康090351
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TEL 0942-52-5254

（有）城崎設備工業 20,000 －4007無法

土１管２水１
福岡県筑後市大字尾島７５９－１〒833-0014

城崎　洋子090355

TEL 0944-87-4756

（有）オカキスプレット 3,000 －4003無法

消１
福岡県大川市大字三丸１５９２－１〒831-0026

岡　喜一090367

TEL 0944-86-2217

（有）二宮畳店 3,000 －4003無法

内１
福岡県大川市大字向島２６５５－１〒831-0005

二ノ宮　大來090368

TEL 0948-23-5156

（有）システムハウジングタイセイ 5,000 －4010有法

電１管１
福岡県飯塚市鯰田１７１６－１〒820-0001

國武　裕仁090380

TEL 0930-54-0445

政時組 －4005無個

土１建１と１舗１塗１防１園１水１解１
福岡県築上郡築上町大字伝法寺１４９５－２〒829-0122

政時　勇090384

TEL 093-941-1413

亀田コンストラクト（株） 10,000 －4008有法

建１大１内１
福岡県北九州市小倉南区湯川５－４－２４〒800-0257

亀田　清明090389

TEL 0930-56-0567

日豊建設（株） 10,000 －4005無法

土１舗１水１
福岡県築上郡築上町大字臼田４８０〒829-0302

橋本　誠090391

TEL 092-501-6948

（有）しの商会 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区折立町８－１２〒811-1303

篠　博昭090394

TEL 092-919-8385

悠建築工房（株） 10,300 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市原田４－２－１０〒818-0024

穴見　敏幸090399

TEL 092-621-9928

（有）前田設備工業 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２９６０－４〒811-2304

前田　眞盛090400

TEL 093-967-9711

（有）平島建設 8,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町１－３－３１〒800-0256

須田　圭一郎090404

TEL 093-472-3818

（有）東洋防災 3,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市小倉南区上吉田６－９－２２〒800-0201

宮﨑　晋一090406

TEL 093-662-3995

（有）亀崎空調設備 3,000 －4008無法

電１管１機１
福岡県北九州市八幡東区山王１－２－１〒805-0017

亀崎　光090408
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TEL 093-883-2493

（有）創栄タイル 3,000 －4008無法

石１タ１
福岡県北九州市戸畑区丸町２－１５－２０〒804-0052

伊藤　昭三090410

TEL 0944-67-1463

沖産業 －4003無個

土１と１管１具１水１
福岡県みやま市山川町原町１４９〒835-0115

沖　敬一090423

TEL 0942-43-7774

豊福建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市山川町７２９－１０〒839-0817

豊福　高行090425

TEL 0942-27-2318

おおみつ建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市藤光町９６８－１〒830-0054

大光　信幸090429

TEL 0930-22-0110

九州冷熱システム（有） 3,000 －4005有法

電１管１
福岡県行橋市北泉５－１－３４〒824-0033

園部　秀樹090434

TEL 092-483-1688

（株）博栄建設 81,650 －4001無法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水１解２
福岡県福岡市博多区比惠町２－１－２０３〒812-0014

秋好　正成090437

TEL 092-953-3040

（株）ネクステップ 10,000 －4011有法

建１
福岡県那珂川市中原３－１３０〒811-1213

真砂　剛090439

TEL 092-571-5500

（株）愛香園 10,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市南区井尻５－２０－１５〒811-1302

古賀　映彦090440

TEL 092-323-8153

（有）林設備工業 5,000 －4001無法

土１管１井１水１
福岡県糸島市伊原１２２９－２〒819-1582

林　茂雄090442

TEL 0948-23-4423

（有）松本建興 28,000 －4010無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県飯塚市枝国５９３－８〒820-0081

松本　英治090445

TEL 092-731-9614

椿原工業（株） 3,000 －4001無法

管１機１
福岡県福岡市中央区港３－３－２４〒810-0075

椿原　智幸090446

TEL 0944-51-9599

（有）北祥建設 3,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市日ノ出町２－３－１２〒836-0802

松尾　和彦090449

TEL 0943-32-4674

（有）山中工務店 10,000 －4007無法

土１建１大１と１
福岡県八女郡広川町大字日吉１２７６－７〒834-0111

山中　浩二090451
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TEL 0942-47-2347

宮橋内装 －4002無個

内１
福岡県久留米市善導寺町飯田７５６－６３〒839-0824

宮成　健治090453

TEL 0948-23-0841

（有）みつる電気商会 20,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市鯰田２５１７－９５〒820-0001

花元　英彰090454

TEL 0948-57-1100

桑野工務店 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市馬見２２９５－１〒820-0321

桑野　幸雄090456

TEL 0947-22-0504

（有）髙木組 3,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡福智町伊方３２７３－１〒822-1211

髙木　英幸090457

TEL 0942-27-3872

（有）島建設 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市荒木町藤田１４７３－２〒830-0064

島　裕實090458

TEL 093-531-2393

（株）カンノエンジニアリング 20,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区上富野１－５－２５〒802-0022

松尾　博次090459

TEL 093-952-5331

（株）太光 10,000 －4008無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県北九州市小倉南区城野２－３－３５〒802-0802

梅田　貢090460

TEL 0949-42-3849

（有）若竹エンジニアリング 5,000 －4004無法

土１建１と１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字木月貝殻２３７３－１〒807-1303

菊地　一090471

TEL 092-923-2171

（有）サンユー通信 3,000 －4011無法

通１
福岡県筑紫野市大字山口２０５２〒818-0046

山下　孝男090478

TEL 092-921-7330

（有）ダイコク 3,000 －4011無法

管１
福岡県太宰府市宰都２－３－８〒818-0139

藤瀬　泰幸090481

TEL 092-595-0634

河津工務店 －4011無個

建１
福岡県大野城市牛頸２４３－１〒816-0971

中島　拍美090483

TEL 093-531-4710

（株）小　井建装 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区下富野３－２－１３〒802-0023

小　井　健司090484

TEL 092-682-2233

（有）デンセツ 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市東区松崎２－９－１２〒813-0035

伊東　政宣090489
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TEL 092-607-3775

島田工業 －4001無個

鋼１
福岡県福岡市東区三苫１－３－２８〒811-0201

島田　義文090490

TEL 092-504-8588

（有）相良建設工業 20,000 －4001無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市博多区浦田１－１９－１０－２〒812-0861

相良　徳詔090492

TEL 0944-74-1815

（有）渋田工務店 3,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県柳川市蒲生字坊主田４９５－３〒832-0001

渋田　春俊090500

TEL 0946-22-2352

（株）木下工業所 21,000 －4006有法

土１管２水１消１
福岡県朝倉市甘木１０４－１０〒838-0068

木下　大輔090502

TEL 093-652-4940

（有）重冨 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡東区景勝町１４－２５〒805-0047

俵口　和也090503

TEL 093-632-8666

（有）山栄工業 10,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－１２－１３アベニュー竹末６階〒806-0045

山本　裕治090504

TEL 093-662-0406

（株）千原建設 10,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市八幡東区尾倉１－１３－１９〒805-0059

千原　善次090506

TEL 093-871-3010

（株）三宅鉄工所 10,000 －4008無法

建１管１
福岡県北九州市戸畑区沖台２－９－９〒804-0064

三宅　吉昭090507

TEL 092-575-6838

（株）岩井鉄筋工業 3,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県福岡市南区的場１－３－１５〒811-1314

岩井　敬正090513

TEL 0948-52-0305

（有）間建築工房 5,000 －4010無法

建１
福岡県嘉麻市下山田２１６－１〒821-0011

白金　聖臣090518

TEL 0946-24-2882

ウォータークリーン（株） 10,000 －4006無法

管１
福岡県朝倉市堤１５９２－２〒838-0062

大坪　哲也090520

TEL 0942-62-3388

（有）境建設 6,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市城島町大字下青木５６５－１〒830-0225

境　元憲090524

TEL 093-601-4377

武田電気工事 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区浅川台１－６－１２〒807-0875

武田　昇090533
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TEL 093-601-1113

ＮＡＲＡインテリア －4008無個

建１内１
福岡県北九州市八幡西区本城東６－４－３〒807-0815

楢﨑　四郎090540

TEL 093-932-7020

（有）ファスニング機工 3,000 －4008有法

土１と１電１鋼１機１
福岡県北九州市小倉北区片野２－２－１５〒802-0064

新井　正志090541

TEL 093-652-4311

（有）鶴嶋工務店 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市八幡東区山路１－１６－２０〒805-0035

鶴嶋　隆幸090544

TEL 093-871-0831

（有）山﨑塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市戸畑区中本町１２－１５－１４０３〒804-0061

山﨑　義利090545

TEL 092-804-0052

（有）小西工業 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区内野２－１１－７〒811-1123

小西　要090548

TEL 092-803-1313

ジェイピーエス電工（株） 20,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市早良区早良１－１０－４７〒811-1122

川本　義和090550

TEL 092-891-7772

（有）アドヴァン 5,000 －4001有法

土１と１舗１し１水１
福岡県福岡市西区福重１－１８－３〒819-0022

山下　知子090551

TEL 093-761-6766

別府電気 －4008無個

電１
福岡県北九州市若松区迫田町８－２８〒808-0041

西別府　政信090554

TEL 093-951-6985

（有）柴建設 13,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区上葛原１－８－３９〒800-0255

柴山　一博090559

TEL 093-591-7371

西部クレーン工業（株） 10,000 －4008有法

土１と１鋼１
福岡県北九州市小倉北区西港町２０－１〒803-0801

武本　和弘090560

TEL 093-452-1385

宮山工業 －4008無個

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区新道寺８４５－５〒803-0186

宮山　孝090565

TEL 093-741-0183

（有）大昂興業 3,000 －4008無法

土１建１と１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎３－４－１７－Ａ－５〒802-0072

新木　大輔090566

TEL 093-617-0819

栄工事 －4008無個

絶１
福岡県北九州市八幡西区大字笹田９６８－８〒807-1265

岩﨑　泰090567
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TEL 092-943-3965

居石鉄工建設 －4001無個

建１
福岡県古賀市谷山１１５４－１〒811-3125

居石　隆市090569

TEL 0949-42-6390

（有）フジケン 5,000 －4004無法

塗１防１
福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７１４〒807-1307

藤川　勇次090573

TEL 0947-22-3743

髙橋設備工業 －4009無個

土１管１水１
福岡県田川郡福智町神崎１０９８－１０４〒822-1202

髙橋　武志090574

TEL 092-596-4130

（有）井和電設 3,000 －4011無法

電１内１
福岡県大野城市上大利１－１－３〒816-0955

井上　和彦090578

TEL 0946-23-8733

（株）福岡オオタ 3,000 －4006無法

鋼１機１
福岡県朝倉市中原２３９６〒838-0056

大田　貴幸090579

TEL 0946-42-3702

宮原工務店 －4006無個

建１
福岡県朝倉郡筑前町東小田７１８〒838-0214

宮原　眞一090580

TEL 0948-57-2298

鎌田建設 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市馬見１９０〒820-0321

鎌田　秀憲090587

TEL 0942-26-3677

　林ランドスケープデザイン －4002有個

園１
福岡県久留米市荒木町今３１２－１〒830-0065

　林　一之090595

TEL 092-936-8145

（有）川崎鉄筋工業 3,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡志免町桜丘１－１９－６〒811-2201

川崎　義和090597

TEL 092-566-4429

（有）樋口石材 3,000 －4001無法

石１
福岡県福岡市南区桧原７－４６－１１〒811-1355

樋口　泰助090603

TEL 092-821-5145

（有）西田工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区有田８－３－４〒814-0033

西田　良隆090604

TEL 092-937-5100

第一企画（有） 3,000 －4001有法

管１
福岡県糟屋郡志免町南里７－５－３〒811-2207

牧元　善文090605

TEL 092-952-9665

（有）葵協電社 3,000 －4011無法

電１管１
福岡県那珂川市今光３－１１０〒811-1211

青葉　節生090606
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TEL 0948-22-6093

（株）今津工務店 10,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市大日寺８８６－６〒820-0046

今津　日吉090610

TEL 0949-23-4411

サクラ電工（有） 3,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字上境１５８０－１〒822-0006

廣田　博美090612

TEL 092-437-2230

（株）大起エンジニアリング 10,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県福岡市博多区山王１－１７－１７－１０５〒812-0015

堤　良一090614

TEL 092-584-7101

（有）大丸建築工房 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区諸岡５－９－１６〒812-0894

大丸　信博090616

TEL 092-477-8621

（株）エヌケイテクノス 20,000 －4001無法

電１鋼１機１
福岡県福岡市博多区西月隈３－１－３０〒812-0857

中村　一夫090617

TEL 092-622-1050

（株）サンコーホームサービス 10,000 －4001無法

建１塗１内１
福岡県福岡市博多区吉塚５－７－２４〒812-0041

石坂　保090620

TEL 092-581-7462

（有）ロードファスニング 3,000 －4011無法

と１
福岡県春日市白水ヶ丘２－２９９〒816-0845

岩　　一志090625

TEL 092-503-3815

（株）西和 51,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区金の隈２－１８－４１〒812-0863

深川　勝之090626

TEL 093-964-2888

（有）新日本通信工業 5,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区志井４－１２－５〒802-0985

緒方　国昭090631

TEL 092-503-0168

（株）東部興産 70,000 －4011無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２園１水２
福岡県大野城市御笠川４丁目４－１６〒816-0912

白石　武士090634

TEL 092-596-6800

九州公衆電話工業（株） 10,000 －4011有法

通１
福岡県大野城市紫台６－１０〒816-0954

原　隆治090636

TEL 0949-26-4149

（有）クリエイトホーム 5,000 －4004有法

土１建１舗１塗１水１
福岡県直方市大字感田１３８８－１〒822-0001

中山　達也090637

TEL 092-952-6063

（有）三苫建設 6,000 －4011無法

土１と１
福岡県那珂川市大字不入道８１４－２〒811-1231

三苫　孝佳090642
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TEL 092-573-3700

（有）サンコウ技建 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区麦野５－１３－３８－８０２〒812-0882

宇都宮　康彦090644

TEL 0946-21-1651

本田管工業 －4006無個

管１
福岡県朝倉市三奈木４２５０－２〒838-0023

本田　一馬090645

TEL 092-943-6946

（有）黒木鉄工所 5,000 －4001無法

管１機１
福岡県古賀市小竹９５４－１０〒811-3135

黒木　正信090648

TEL 092-881-3268

（有）児玉工業 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市西区下山門４－５－５〒819-0052

児玉　俊弘090651

TEL 092-804-5557

（株）吉川住宅 10,000 －4001有法

土１建１と１屋１管１筋１舗１水１
福岡県福岡市早良区早良５－７－１４〒811-1122

吉川　由洋090654

TEL 092-874-1139

（株）上田建築社 35,000 －4001無法

建２内２
福岡県福岡市城南区茶山５－２－１０〒814-0111

上田　順一090655

TEL 092-431-0657

（有）ツチジマ 7,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市博多区比恵町７－１１〒812-0014

土島　隆090656

TEL 0943-72-0173

宝樹園 －4002無個

土１と１舗１園１
福岡県久留米市田主丸町秋成８７７－２〒839-1203

菊竹　誠090660

TEL 0944-62-4582

江﨑工務店 －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町梅津１４６０－１〒835-0136

江﨑　修090661

TEL 0943-24-4468

（株）中島組 40,800 －4007有法

土１建２
福岡県八女市本町２－１５３－１〒834-0031

中島　隆弘090663

TEL 093-283-1704

（有）豊電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡岡垣町松ヶ台５－５－９〒811-4214

花田　豊美090664

TEL 093-871-5237

三栄工業（株） 35,000 －4008有法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸４－８〒804-0077

村田　信幸090666

TEL 0949-32-2513

（有）松浦松陽園 3,000 －4004無法

土１と１石１舗１し１園１水１
福岡県宮若市磯光１９８１－２〒823-0004

松浦　良人090672
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令和 4年 3月末日 現在　　
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TEL 093-434-3853

（株）ヘッズ 30,000 －4005有法

と１機１
福岡県京都郡苅田町新浜町１－３４〒800-0321

本田　悠090676

TEL 0946-42-6000

（株）エコクリーン 32,000 －4006有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県朝倉郡筑前町安野１９５－１〒838-0213

西崎　竜彦090680

TEL 092-584-3215

（有）塚本工業 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区弥永３－１０－１７〒811-1323

塚本　正和090681

TEL 092-400-3188

大社建設（株） 41,200 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区比恵町２－１－２０７〒812-0014

橘田　香090690

TEL 092-324-3372

（株）仲電気工事 30,000 －4001無法

電２管１
福岡県糸島市神在５３５－３５〒819-1123

仲西　俊二090692

TEL 0942-53-6934

（株）はしもと建設 3,000 －4007無法

建１
福岡県筑後市大字若菜１１６９－１１〒833-0047

古賀　淳一郎090693

TEL 0943-24-5585

（有）江田建設 3,000 －4007無法

土１建１
福岡県八女市高塚１３５－１〒834-0034

江田　卓宏090694

TEL 092-851-8550

（株）西武地所 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区別府３－２－１〒814-0104

武田　順一090700

TEL 092-413-1729

（株）ワールドエイド 10,000 －4001有法

土１建１内１
福岡県福岡市博多区博多駅南１－７－１６〒812-0016

濱崎　弘三090702

TEL 092-811-7004

（有）マツオ工業 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区壱岐団地１３１－１５〒819-0042

倉永　祥洋090704

TEL 092-811-6097

壱岐設備工業（有） 20,000 －4001無法

土２と２管２舗２水２
福岡県福岡市西区野方１－８－２６〒819-0043

八木　龍治090708

TEL 092-581-1998

山菱電業（有） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区柳瀬１－９－１０〒811-1321

江藤　博子090711

TEL 092-938-0630

（有）毛利建装 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町酒殿４－１－１２〒811-2303

毛利　健藏090717
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TEL 0979-84-1499

（有）アーバニーハウス 3,000 －4005無法

建１
福岡県豊前市大字赤熊１３８９－１〒828-0027

大石　博昭090723

TEL 093-883-7261

（有）中島設備 3,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区香月中央１－８－１〒807-1102

溝口　武敏090732

TEL 0944-22-3004

（有）楠工業 3,000 －4003無法

鋼１
福岡県みやま市高田町上楠田２１３７－１〒839-0225

坂口　孝典090736

TEL 092-924-0465

（株）古賀組 3,000 －4011無法

大１内１
福岡県太宰府市五条４－４－１４〒818-0125

古賀　昌造090741

TEL 092-953-2313

（株）松福 3,000 －4011無法

筋１
福岡県那珂川市上梶原９２２－５〒811-1223

江上　英一郎090744

TEL 092-591-7515

（有）ナカムラセイカン 3,000 －4011有法

管１
福岡県春日市天神山７－９７〒816-0855

中村　勇一090746

TEL 092-592-3988

（有）テクノサプライ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区諸岡５－２２－１〒812-0894

安藤　正英090748

TEL 092-572-7223

桑野工業 －4011無個

左１
福岡県大野城市筒井４－１０－１８〒816-0931

桑野　真也090749

TEL 092-571-1728

（有）田中総建 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区的場２－１０－１０〒811-1314

田中　政利090750

TEL 0944-63-5001

（有）サンワ舗道 8,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県みやま市瀬高町本郷６９７〒835-0021

瀬口　千恵子090751

TEL 092-588-4488

（有）大建設 3,000 －4011無法

建１塗１防１内１
福岡県大野城市山田１－１０－８〒816-0922

瀬川　久芳090755

TEL 092-923-7375

（有）坂田技建 5,000 －4011無法

土１と１石１舗１水１
福岡県筑紫野市大字吉木１６０５－５〒818-0004

栗屋　真理090757

TEL 092-607-3799

（株）フィケーション 35,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市東区美和台３－４－３〒811-0212

太田　浩090765



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

561頁

福岡県
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TEL 092-871-0063

（有）ナガシマ建築工房 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区飯倉８－１０－１７〒814-0161

長島　哲夫090766

TEL 092-432-1200

（有）アクスル 3,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市博多区比恵町３－１７〒812-0014

矢野　敏雄090769

TEL 092-804-6075

（株）団地緑化サービス 25,750 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２
福岡県福岡市早良区早良７－１－３９〒811-1122

大鶴　耕司090770

TEL 093-581-4923

（有）光住宅設備 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区清水４－５－１０〒803-0841

吉田　光治090778

TEL 0944-67-0418

石橋商店 －4003有個

管１
福岡県みやま市山川町尾野２１２３－１〒835-0102

石橋　隆夫090797

TEL 0942-22-5850

（株）セイコー 10,000 －4002有法

土１と１井１
福岡県久留米市上津町１８７４〒830-0052

伊藤　和彦090799

TEL 092-595-2228

小山技研 －4011無個

電１
福岡県大野城市つつじヶ丘４－９－１０〒816-0962

小山　隆博090802

TEL 092-925-4177

（株）藤野基礎 10,000 －4011無法

土１と１
福岡県筑紫野市二日市北４－１４－７〒818-0056

藤野　清則090803

TEL 093-582-7634

（有）中村鉄筋工業 5,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市小倉北区金田２－３－１６〒803-0816

中村　誠司090808

TEL 092-592-0887

三共機材（株） 10,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市南区日佐５－１８－８〒811-1313

田中　和正090816

TEL 092-861-8777

（有）長嶋建装工業 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区田隈３－４３－１〒814-0174

長島　正二090822

TEL 092-804-3105

津上工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区大字西６９２〒811-1131

津上　幸一090823

TEL 092-891-7155

尾家建設（有） 7,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区生の松原４－９－８〒819-0055

尾家　忠090824
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TEL 092-806-9550

（有）トリムコーポレーション 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区今宿青木１０４７－１４１〒819-0162

樋口　博史090825

TEL 092-718-0100

セイビル（株） 10,000 －4001有法

土１建１
福岡県福岡市中央区笹丘１－１０－２７〒810-0034

青　　修平090829

TEL 0946-74-2700

伊藤工務店 －4006無個

建１大１
福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓７９３〒838-1602

伊藤　修090831

TEL 0944-51-3059

（有）室内装飾おざさ 5,000 －4003無法

内１
福岡県大牟田市龍湖瀬町６３－１５〒836-0814

荒木　聖史090834

TEL 0943-23-0411

（有）大隈建築 5,000 －4007有法

建１
福岡県八女市忠見１２６１－３〒834-0014

大隈　一美090835

TEL 0944-73-0402

（株）太田設備工業 20,000 －4003無法

土２と２管２舗２水２消１
福岡県柳川市久々原４０２－２〒832-0086

太田　輝文090836

TEL 093-761-3061

（株）都市空間 50,000 －4008有法

土１水１
福岡県北九州市若松区浜町１－４－７〒808-0024

足立　浩啓090837

TEL 093-613-5905

タカノ土木 －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西１－６－２８〒806-0074

髙野　修治090840

TEL 093-571-8873

（有）泊建設 3,000 －4008無法

建１大１と１屋１タ１板１塗１防１内１具１
福岡県北九州市小倉北区菜園場２－２－５〒803-0823

泊　吉伸090845

TEL 092-953-3631

（株）西野電設 3,000 －4011無法

電１通１
福岡県那珂川市松木６－１３－１〒811-1251

西野　均090846

TEL 092-952-2264

（株）友建工業 10,000 －4011無法

左１
福岡県那珂川市松木２－６５－１〒811-1251

中村　一貴090847

TEL 0940-36-3435

南郷電気（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県宗像市原町２０９７－４〒811-3424

寺田　えり090849

TEL 0947-42-0862

（有）佐々木造園 5,000 －4009無法

土１園１
福岡県田川市大字猪国２９５１〒826-0045

佐々木　昭雄090850
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TEL 0930-42-2151

中原工務店 －4005無個

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川花熊９５３〒824-0233

中原　眞吾090852

TEL 093-961-0462

総合建設（有）平田工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区下石田２－１１－２７〒802-0832

平田　豊敏090853

TEL 093-701-3726

（株）機設 20,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市若松区南二島２－２７－２１〒808-0109

宇佐美　正則090855

TEL 0120-161-725

サータス建装 －4004無個

塗１
福岡県直方市大字中泉１２１２－５〒825-0011

左田　武浩090857

TEL 0944-73-6329

（有）藤丸工建工業所 3,000 －4003無法

建１屋１板１
福岡県柳川市三橋町木元４２〒832-0804

藤丸　法宏090866

TEL 0942-26-6552

（株）シンコー 20,000 －4002有法

と１
福岡県久留米市安武町武島１８４－１〒830-0071

大江　晋090868

TEL 0942-47-4582

古賀組 －4002無個

土１と１舗１水１
福岡県久留米市大橋町蜷川１３７４〒839-0831

古賀　文明090869

TEL 0942-47-1717

（有）光設備工業 5,000 －4002無法

土１石１管１鋼１舗１水１
福岡県久留米市善導寺町飯田７８３－２〒839-0824

中野　一彦090870

TEL 092-411-7161

宝鏡（株） 70,000 －4001有法

ガ１
福岡県福岡市博多区東那珂３－７－６８〒812-0892

宮副　俊浩090874

TEL 092-474-1511

（株）キューピクル 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区東那珂１丁目９番４９号〒812-0892

内川　敏雄090877

TEL 092-892-5195

大　建設（株） 10,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市西区戸切３－１５－１７〒819-0032

大　　敏幸090878

TEL 093-473-3181

山村建設工業 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区上吉田５－２２－４９〒800-0201

山村　隆義090887

TEL 093-381-8711

八谷ガラス建材 －4008無個

ガ１内１具１
福岡県北九州市門司区藤松３－３－６〒800-0047

八谷　浩二090890



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

564頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-381-5980

（有）若島電気工事 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区稲積１－１２－１５－６０３〒800-0048

若島　すま子090891

TEL 093-631-7611

（有）ダイトク 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区市瀬３－１－２１〒806-0063

近藤　大樹090893

TEL 093-652-7299

（有）北川産業 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡東区石坪町１４－２〒805-0021

北川　隆三090895

TEL 0948-23-0281

長谷川工務店 －4010無個

建１内１
福岡県飯塚市鯰田１３３７－２〒820-0001

長谷川　彰090896

TEL 092-575-5104

（有）メイワ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区柳瀬１－３４－８－１〒811-1321

鶴田　守090900

TEL 0946-22-3638

（株）大内田組 30,000 －4006無法

土２建２と２石２舗２し２園２水２解２
福岡県朝倉市相窪５７５－１〒838-0025

大内田　健090901

TEL 092-725-7192

（株）筑糸建設 45,000 －4001無法

建２大２と２屋２鋼２板２塗２防２内２具２解２
福岡県福岡市中央区西中洲１２－１３－２０７〒810-0002

森　清弘090906

TEL 0942-43-6630

（株）瓦のふじわら 10,000 －4002無法

屋１
福岡県久留米市高良内町４２０３－９０〒839-0852

藤原　弘志090909

TEL 0944-55-1174

（有）大明建設 3,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市大字手鎌１１６２〒836-0004

上山下　龍男090910

TEL 093-282-0621

（有）第一興産 3,000 －4008無法

土１と１舗１解１
福岡県遠賀郡岡垣町野間５－１－１〒811-4233

廣渡　征治090913

TEL 093-602-5588

（株）八幡ビルエンジニアリング 10,000 －4008有法

土１管１し１
福岡県北九州市八幡西区大字則松２７８－１〒807-0831

瀧口　智之090916

TEL 092-411-6603

（株）イノウエ塗料産業 10,000 －4001無法

塗１機１
福岡県福岡市博多区半道橋１－１１－８〒812-0897

栗﨑　眞稔090922

TEL 092-801-3788

（株）五十嵐工務店 10,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市城南区梅林４９５－１〒814-0144

永末　誠志090924
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TEL 092-806-0917

（有）杉山組 8,000 －4001無法

土１と１石１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原１１１５〒819-0163

杉山　研一090925

TEL 092-873-9703

（有）西日本テクノサービス 3,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－２７－１１〒814-0165

緒方　義光090926

TEL 092-712-2961

太平ビルサービス（株） 30,000 －4001有法

建２電１管１内２消１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８〒810-0004

狩野　伸彌090929

TEL 092-503-7946

（有）永野土木建設 3,000 －4011無法

土１舗１
福岡県大野城市大城５－２２－６〒816-0911

永野　利光090931

TEL 0940-62-1028

宗像機工（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１鋼１
福岡県宗像市田野字岡手９６６－２〒811-3514

吉田　八重子090932

TEL 0943-72-0531

高山緑化園 －4002有個

園１
福岡県久留米市田主丸町菅原８６３－１〒839-1225

髙山　徹夫090934

TEL 0942-32-3857

柴田産業（株） 12,000 －4002有法

と１解１
福岡県久留米市梅満町１２４６－１〒830-0048

斉　浩090935

TEL 0944-56-1011

（株）善徳丸 20,000 －4003有法

建１タ１内１
福岡県大牟田市船津町３３７－１〒836-0073

森﨑　洋子090936

TEL 0943-36-0177

（有）中島土木 10,000 －4007無法

土１と１舗１水１
福岡県八女市立花町上辺春６３６２〒834-0083

中島　弘和090937

TEL 0944-74-0743

（有）甲木設備 3,000 －4003無法

土１と１石１管１舗１し１水１
福岡県柳川市三橋町柳河６１８〒832-0806

甲木　弘文090938

TEL 0944-72-4557

江﨑建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大浜町２０３８－１９〒832-0053

江﨑　敏明090939

TEL 0948-22-4655

摩治建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市南尾１３３－３〒820-0072

摩治　行男090941

TEL 0948-22-0300

上製作所（有） 3,000 －4010無法

鋼１機１
福岡県飯塚市中１１１２〒820-0065

上　浩史090943
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TEL 093-481-3134

（有）入江技建 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区新門司１－１９〒800-0115

入江　政幸090945

TEL 093-672-6180

小野田電気工事（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区高峰１－７－２〒804-0051

井上　秀智090946

TEL 093-472-8230

清水工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区中吉田１－４－１〒800-0204

清水　寅喜090947

TEL 0947-46-4141

（株）ヨシダ 3,000 －4009有法

建１内１
福岡県田川市大字夏吉３６１－１〒825-0004

吉田　達雄090955

TEL 0949-23-0960

岩城電気工事 －4004無個

電１
福岡県直方市津田町１０ー２２〒822-0026

岩城　秀春090956

TEL 0942-26-0221

（有）エース工業 8,000 －4002無法

管１水１
福岡県久留米市安武町安武本２７２９－７〒830-0072

相田　祐二090959

TEL 0942-27-0164

（有）和　建設 5,000 －4002無法

土１建１と１舗１水１
福岡県久留米市藤光町９８６－９〒830-0054

田中　和　090960

TEL 0942-78-6960

上祥建設（株） 10,000 －4002有法

建１大１と１塗１内１
福岡県久留米市北野町中川２３０６－１９〒830-1101

秋吉　博090961

TEL 0942-62-1304

（有）山本内装 3,000 －4002有法

内１
福岡県久留米市城島町江島２－２〒830-0216

山本　一博090962

TEL 092-922-6130

タダスエ建設（株） 20,000 －4011有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県筑紫野市大字永岡１２７２－６９〒818-0066

光岡　修090963

TEL 0946-42-8051

朋友電気（株） 20,000 －4006無法

電２消１
福岡県朝倉郡筑前町下高場２４０８－２〒838-0211

緒方　清範090964

TEL 092-612-8259

ニヒラ土木（株） 9,900 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市東区松田３－１７－７－４１０〒812-0064

仁平　貴博090965

TEL 092-603-0691

（有）　田建窓 3,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市東区大岳１－２－２７〒811-0322

吉田　瑞穂090970
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TEL 092-586-7182

コスモティエス（株） 20,000 －4001有法

土２と２鋼２舗２機１園２
福岡県福岡市博多区西月隈６－４－５５〒812-0857

古賀　昭彦090973

TEL 0948-23-3947

（株）九州マツオ 32,000 －4010無法

土２と２舗２解２
福岡県飯塚市花瀬３１－２〒820-0045

松尾　美登里090977

TEL 0949-42-1151

昌栄建設（株） 40,000 －4004無法

土２建２と２舗２し２水２解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７６４ー１〒807-1307

小笠原　夏子090983

TEL 092-433-6682

エヌビー技術（株） 15,000 －4001有法

と１電１鋼１塗１通１
福岡県福岡市博多区住吉４－２７－３－２０３〒812-0018

折出　照男090986

TEL 093-475-1708

（株）イナテック 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１舗１内１解１
福岡県北九州市小倉南区中貫１－１７－５〒800-0237

青井　宏明090998

TEL 093-391-8472

成和工業（有） 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市門司区小森江３－３－２３〒800-0007

芹川　敏夫090999

TEL 093-641-7425

（有）橋岡商会 6,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町８－１４〒806-0041

橋岡　政行091006

TEL 093-741-5113

インテリアの環 －4008無個

内１
福岡県北九州市若松区高須東３－６－１６〒808-0144

吉武　昌美091007

TEL 093-962-1299

（有）後藤金属商会 5,000 －4008有法

建１屋１鋼１具１
福岡県北九州市小倉南区蒲生４－３－４３〒802-0978

後藤　守091010

TEL 093-882-5289

（有）三電 5,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市戸畑区千防３－２０－１６〒804-0081

清水　隆師091016

TEL 093-692-4070

（有）オー・アール・エス 5,000 －4008無法

土１建１と１管１鋼１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸１－３－２５〒807-0851

岡村　晃次091019

TEL 093-591-3342

近藤住建 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区篠崎５－３３－１５〒803-0861

近藤　清一091020

TEL 093-613-5582

広沢塗装工業所 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区塔野２－１９－７〒806-0085

廣澤　秀樹091025
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TEL 092-874-6423

（有）プライムフィールド 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区片江１－２５－２９〒814-0142

関　啓二091026

TEL 092-431-4561

西部機材（株） 50,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市博多区博多駅南６－１１－２０〒812-0016

稲尾　武明091027

TEL 092-936-3805

（株）平成基礎工業 10,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡志免町東公園台１－２－１２〒811-2241

石井　敏幸091030

TEL 092-944-1018

（有）オーム電機産業 3,000 －4001有法

電１
福岡県古賀市小竹２８１－１〒811-3135

大森　公孝091032

TEL 092-586-3824

グレードサービス（株） 10,000 －4011無法

ガ１
福岡県春日市弥生１－５８〒816-0862

川　　進091033

TEL 092-692-6151

日本冷暖房（株） 10,000 －4001有法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町仲原２－２０－２６〒811-2304

亀井　直昭091036

TEL 0942-21-6672

（有）中原装美 5,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市国分町１４３１－１〒839-0863

國分　三生091037

TEL 0943-23-5539

良建 －4007無個

建１
福岡県八女市本２３６９－４〒834-0015

井上　良典091038

TEL 0944-56-5971

（有）モリ建設 5,000 －4003無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県大牟田市大字久福木７３６－５〒837-0915

森　義信091039

TEL 0944-43-6771

河野プランテック（株） 10,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市小浜町１００－４〒836-0034

河野　博成091040

TEL 0948-25-7833

（有）建築工房やました屋 3,000 －4010有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１内１水１
福岡県飯塚市横田５８９－１〒820-0044

山下　平091051

TEL 0942-44-4413

秋山塗装店 －4002有個

塗１
福岡県久留米市高良内町１１７－２〒839-0852

秋山　久敏091053

TEL 093-882-7187

（有）山生工業 5,000 －4008無法

と１鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区中原西２－１２－１１－２０４〒804-0011

山縣　保生091056
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TEL 093-643-6755

（有）白石工業 3,000 －4008無法

建１屋１板１塗１防１
福岡県北九州市八幡西区大畑町１３－２〒806-0053

白石　英昭091059

TEL 092-980-1163

やまて建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲７６８〒811-2413

山手　正吾091062

TEL 092-923-8168

（有）池田重機建材 5,000 －4011有法

土１と１舗１水１
福岡県筑紫野市大字永岡１００－１〒818-0066

池田　博司091063

TEL 092-804-0838

（有）江崎建設 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市早良区大字西１７６６－１〒811-1131

田中　正文091067

TEL 092-812-2016

（有）マナベ建装 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市西区野方５－５５－１〒819-0043

眞鍋　要二091072

TEL 092-751-7625

平和地研工業（株） 12,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市中央区笹丘１－７－７〒810-0034

中村　宏091075

TEL 092-558-0268

三協ダクト工業（有） 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２３－３３〒812-0863

三溝　幸治091076

TEL 092-400-1127

（有）菅野建築デザイン事務所 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区上山門３－５－２０〒819-0054

菅野　修091079

TEL 092-691-7900

（有）クリヤマ 3,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１
福岡県福岡市東区土井２－１３－１２－３０５〒813-0032

行　　誠091081

TEL 0942-39-2607

野村断熱 －4002無個

絶１
福岡県久留米市南１－１４－２７－２０１〒830-0051

野村　敏光091084

TEL 093-645-5315

（株）エポックス 10,000 －4008有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県北九州市八幡西区引野１－１９－１２〒806-0067

安藤　茂美091086

TEL 093-771-2333

豊誠工業（株） 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市若松区響町１－７５〒808-0021

立石　佐夫091087

TEL 093-616-0063

（有）日製総合建設 3,000 －4008無法

土１園１
福岡県北九州市八幡東区春の町５－１１－９〒805-0050

竹尾　博行091089
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TEL 0940-62-3344

福山総合建設（株） 20,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県宗像市田野７３４〒811-3514

岩﨑　泰091095

TEL 0947-63-3745

（有）ＳＫ軽天 5,000 －4009無法

内１
福岡県田川郡大任町大字大行事１８５３－５〒824-0512

吉元　君彦091100

TEL 0944-73-0115

アジア商事（有） 6,000 －4003無法

土１建１管１水１消１
福岡県柳川市三橋町高畑２０６－３〒832-0826

長野　裕之091105

TEL 0944-32-8100

（株）ネクサス 10,000 －4003無法

具１
福岡県大牟田市大字草木７１２－１〒837-0917

伊藤　眞091116

TEL 092-86690292

（有）松元空調設備 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市城南区七隈３－１６－２７〒814-0133

松元　拡丈091117

TEL 092-936-5545

（有）佐野木工所 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木字草切原７４２－３〒811-2112

佐野　実091118

TEL 092-593-5385

（株）不二エンジニアリング 10,000 －4011有法

管１機１
福岡県春日市大谷１－７１〒816-0831

寺田　倫久091119

TEL 093-434-4115

（株）シゲマサ 70,000 －4005無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県京都郡苅田町富久町２－２２－１５〒800-0352

林　晋央091120

TEL 093-631-6355

（有）松尾工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－７－１３〒806-0045

松尾　武091124

TEL 093-617-6017

（有）大福水道 25,000 －4008無法

土２と２管１舗２塗２水２
福岡県北九州市八幡西区岩崎２－６－３４〒807-1153

大城　敬植091125

TEL 093-681-1070

（有）正込電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区白川町７－３９〒805-0007

正込　一樹091127

TEL 093-481-4826

服部組 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区大字伊川７６－１〒800-0101

服部　實091128

TEL 092-921-5915

（株）太宰府ルーフ 10,000 －4011有法

屋１
福岡県太宰府市坂本１－１０－２５〒818-0133

川口　敦史091130
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TEL 092-322-2044

（有）冨岡木材店 4,000 －4001有法

建１
福岡県糸島市東７２７－４〒819-1122

冨岡　正文091132

TEL 0944-56-4093

山田建設工業 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字草木３６８－５〒837-0917

山田　清二郎091135

TEL 093-291-5531

（有）ミズモト 4,000 －4008有法

塗１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津１０１６－１〒811-4341

水元　聡091144

TEL 092-612-3546

（有）今泉工業 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市博多区東平尾２－６－３８〒812-0853

今泉　孝幸091150

TEL 092-891-3445

（有）建博工業 3,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市西区拾六町２－２－１８〒819-0041

寺川　博士091151

TEL 093-293-2796

城栄建設（株） 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡遠賀町大字木守１４６３－９〒811-4313

金城　勇次091153

TEL 093-931-8085

（有）双葉産業 5,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉南区北方１－３－１０〒802-0841

吉村　幸次091155

TEL 093-245-5414

（株）システムハウジング 3,000 －4008有法

建１大１管１内１
福岡県中間市東中間２－２０－１７〒809-0019

中川　博之091160

TEL 092-811-7461

（有）尾　土木 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市早良区四箇１－５－１９〒811-1103

尾　　三楯091161

TEL 092-831-3947

後藤工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市城南区別府１－５－１０〒814-0104

後藤　治男091165

TEL 092-804-4040

（株）ナルセ設備 10,000 －4001無法

と１鋼１内１機１解１
福岡県福岡市早良区重留１－２２－１３〒811-1101

神田　久寿091166

TEL 092-946-2791

（有）富士工務店 3,000 －4001有法

建１
福岡県古賀市米多比１１５０－１〒811-3123

竹下　幸介091167

TEL 0943-72-2730

横溝鉄工所 －4002無個

建１鋼１
福岡県久留米市田主丸町竹野３４４－１〒839-1215

横溝　勝義091171
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TEL 0946-24-5527

ミワ建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉郡筑前町山隈１６４０－１０〒838-0823

松尾　道治091172

TEL 092-921-3112

矢野建設 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字古賀４２－８〒818-0047

矢野　路治091173

TEL 0949-33-2922

（有）スキルテック 21,000 －4004無法

土２と２石２鋼２舗２し２園２水２解２
福岡県宮若市鶴田１８１１－１２３〒823-0002

池上　京美091176

TEL 0949-28-7532

（株）苅野 20,000 －4004有法

機１
福岡県宮若市磯光１１３４－２〒823-0004

苅野　毅091177

TEL 0947-62-3025

（有）中明建設 5,000 －4009無法

土１建１と１管１水１解１
福岡県田川郡赤村大字内田２２０５〒824-0432

永原　成二091179

TEL 093-434-9580

（有）輝竜建設 3,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡苅田町大字南原１６８５－７〒800-0355

皆川　隆美091184

TEL 092-585-3381

（株）ティ・エムコーポレーション 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区井尻２－２６－３〒811-1302

田中　禎胤091188

TEL 092-574-5354

（有）坂口内装店 3,300 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区諸岡２－８－１０〒812-0894

坂口　秀雄091189

TEL 093-761-6663

（株）宝山 50,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市若松区大字安瀬１－１３〒808-0022

恩河　朝法091194

TEL 0942-62-0261

（有）ナカシマ建設 5,000 －4002無法

土１と１管１舗１し１水１
福岡県久留米市城島町芦塚８９１－３〒830-0201

中島　浩海091199

TEL 0944-57-1339

（有）猿渡建設 6,000 －4003無法

土１と１水１解１
福岡県大牟田市城町２－１〒836-0007

猿渡　真大091200

TEL 0942-27-2563

（有）リバブル 10,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市荒木町荒木５４９－１４〒830-0063

永田　浩章091202

TEL 0930-33-2687

佐藤ボーリング －4005無個

土１管１舗１井１
福岡県京都郡みやこ町国分６０－２〒824-0123

佐藤　竜司091206
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TEL 092-929-1800

（株）広田建創 50,000 －4011有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２ガ２塗２防２内２具２
福岡県筑紫野市武蔵３－２－２６〒818-0052

廣田　郁人091210

TEL 093-962-1898

セイコー技建（有） 8,500 －4008無法

建１大１屋１タ１防１内１
福岡県北九州市小倉南区徳力７－１２－１７〒802-0974

七石　善孝091213

TEL 0948-22-3755

橋本瓦工業 －4010無個

屋１
福岡県飯塚市川津７６－９〒820-0067

橋本　甚八091219

TEL 093-651-3182

郡谷利昇堂 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡東区荒生田１－６－４〒805-0015

郡谷　誠091225

TEL 093-791-1781

浅野設備工業 －4008無個

土１管１鋼１
福岡県北九州市若松区東二島２－１７－９〒808-0102

楢原　昇091227

TEL 092-812-0531

（有）戸田工業 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区野方５－５９－７〒819-0043

戸田　孝文091233

TEL 092-881-2468

（株）インテリア・ドーム 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市西区拾六町４－５０－５〒819-0041

江藤　勝彦091241

TEL 092-474-9221

（株）九州マタノ 10,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－２－１０（南近代ビル８階）〒812-0016

善　正敏091245

TEL 0942-73-0938

山川建設（株） 40,000 －4002有法

土２と２舗２水２解２
福岡県小郡市平方２０８－１〒838-0131

山川　秀信091247

TEL 092-894-3511

（有）辻野電気工事 3,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市西区姪浜駅南３－１１－２２〒819-0006

辻野　里行091249

TEL 0948-29-3764

永井組 －4010有個

建１
福岡県飯塚市川島４５０－２〒820-0002

永井　孔司091258

TEL 092-873-7860

松栄ランテック（株） 20,000 －4001有法

土１建１と１
福岡県福岡市早良区賀茂２－２０－２６〒814-0164

松﨑　裕之091259

TEL 0949-42-9529

（有）西都通信 3,000 －4004無法

通１
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋１０８２－１〒807-1308

森安　亮市091261
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TEL 093-483-3555

ビルドメンテック（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１鋼１塗１防１解１
福岡県北九州市門司区伊川１９５１－３〒800-0101

石飛　愼二091262

TEL 092-555-3957

（有）祐建築 3,000 －4011有法

建１
福岡県那珂川市大字成竹４３８－１〒811-1235

桝友　敏秀091265

TEL 092-921-6767

（有）サンクルホーム 3,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市杉塚４－２－５〒818-0054

髙田　敏夫091266

TEL 0944-62-5016

（有）松尾左建 3,000 －4003有法

土１建１左１と１
福岡県みやま市瀬高町小川１１８３－４〒835-0023

松尾　良介091267

TEL 0944-72-5847

松本設備土木 －4003有個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市古賀３４３－１〒832-0082

松本　栄三郎091274

TEL 0947-42-9960

（株）ノムラ金属 3,000 －4009無法

板１
福岡県田川市大字夏吉５９９－１〒825-0004

野村　真吾091277

TEL 0947-26-2358

（有）中村板金工業 3,000 －4009無法

土１屋１板１
福岡県田川郡糸田町１８１３ー１６６〒822-1300

中村　隆昭091280

TEL 0948-43-0180

（有）山田電気 3,000 －4010無法

電１
福岡県嘉麻市鴨生３７７－４〒820-0206

山田　敏彦091286

TEL 0946-22-5722

黄金川建設 －4006無個

建１園１
福岡県朝倉市中島田４９８〒838-0032

手島　一敏091298

TEL 093-693-5556

（有）及川工業 3,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市八幡西区大字永犬丸１７７１－１〒807-0851

及川　吉幸091303

TEL 093-931-9147

北水産業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－１１－２５－４０６〒802-0062

曽我部　隆明091309

TEL 093-644-3715

正木表具店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区南王子町３－８〒806-0038

正木　靖英091310

TEL 0943-77-8551

（有）堀江設備 3,000 －4002無法

管１水１消１
福岡県うきは市浮羽町朝田７９－７〒839-1401

堀江　幸彦091312
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TEL 0942-23-1001

（株）ファサード 10,000 －4002有法

ガ１具１
福岡県久留米市北野町中１９１１－１〒830-1113

堤　康泰091313

TEL 092-591-5773

（有）真喜建設 3,000 －4011無法

建１
福岡県春日市若葉台東３－９５〒816-0821

朝永　克彦091314

TEL 092-807-0460

三吉産業（株） 20,000 －4001有法

土１水１
福岡県福岡市西区大字桑原１３９５－１〒819-0382

三苫　吉彦091315

TEL 0944-22-6408

（有）戸上建設工業 5,000 －4003無法

土１
福岡県みやま市高田町江浦５３２〒839-0213

永江　幸照091316

TEL 092-924-3320

（有）ワイ企画 3,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市大字北谷８２２－４〒818-0114

山角　賢誓091320

TEL 092-934-1004

クリエイト工業（株） 10,000 －4001無法

建１左１と１塗１防１内１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南３－３－２８〒811-2126

大神　雅俊091322

TEL 092-717-5151

（株）ホームライク 40,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８九電不動産ビル１階〒810-0022

筒井　秀雄091323

TEL 092-804-7393

（有）博進工業 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県福岡市早良区大字西２１４７－４〒811-1131

角　洋二091324

TEL 092-821-6441

（株）秀建 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区原５－１４－２２〒814-0022

栗原　秀利091325

TEL 0944-74-5501

（株）エイコー産業 11,000 －4003有法

内１
福岡県柳川市田脇３３８－１〒832-0089

武富　知晃091327

TEL 0944-22-6865

エヌ・トレーディング（株） 3,000 －4003有法

土１建１大１と１管１筋１舗１し１防１水１解１
福岡県みやま市高田町徳島３５９〒839-0211

久保田　久利091331

TEL 0944-67-1651

原田電気工事 －4003無個

電１
福岡県みやま市山川町尾野９７５〒835-0102

原田　末喜091332

TEL 0942-21-8318

（有）ハヤシ・プロップ 3,000 －4002無法

と１塗１防１
福岡県久留米市上津町１３８６－１５５〒830-0052

林　力091338
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-32-5087

（有）猪口通信 5,000 －4002無法

通１
福岡県久留米市南薫西町１９６２〒830-0006

猪口　省三091353

TEL 0943-77-7464

（有）一新住宅 3,000 －4002有法

建１管１
福岡県うきは市浮羽町東隈上４７９－８〒839-1403

渡邊　一生091354

TEL 0943-76-2091

（株）フクネツ 20,000 －4002無法

電１管２
福岡県うきは市吉井町７３５－７〒839-1321

杉　義彦091355

TEL 0944-73-7516

丸善産業（株） 10,000 －4003有法

内１
福岡県柳川市糀屋町６２〒832-0072

江﨑　善隆091356

TEL 092-920-5300

（有）キヨミ工業 5,000 －4011無法

土１管１水１
福岡県筑紫野市塔原南２－７－４２〒818-0074

堀　清美091358

TEL 0946-55-1170

植山設備 －4006無個

管１
福岡県朝倉郡筑前町当初１３９－４２〒838-0803

植山　武芳091360

TEL 093-652-5804

（有）奥野電気工事 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区中尾１－２４－３〒805-0025

奥野　安雄091361

TEL 093-583-0884

（有）北崎製作所 15,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区中井口１－１４〒803-0837

黨　泰嗣091366

TEL 093-951-3842

和田力二級建築士事務所 －4008有個

建１
福岡県北九州市小倉北区片野２－１２－２０〒802-0064

和田　力091367

TEL 092-503-1032

（株）坂本舗道 10,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市博多区浦田２－２－１０〒812-0861

坂本　勝也091368

TEL 0949-24-8053

シーアールエス －4004無個

土１
福岡県直方市大字下境３９６０ー１〒822-0007

森川　誠悟091370

TEL 0948-22-2025

サノ・テクノ（株） 35,000 －4010有法

土１電１管１タ１鋼１機２水１清１解１
福岡県飯塚市目尾６６１－１６〒820-0062

佐野　千恵美091371

TEL 0948-22-3064

（有）清水組 8,000 －4010無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市小正２９９〒820-0089

清水　純子091372
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福岡県
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TEL 092-566-5426

福元造園 －4001無個

土１園１
福岡県福岡市南区屋形原２－３８－２０〒811-1351

福元　節雄091373

TEL 092-862-4750

（有）森工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区樋井川２－２６－６〒814-0153

森　靖夫091376

TEL 092-862-0023

（株）あおば電工 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区飯倉４－１－７－１０１〒814-0161

澁江　真悟091377

TEL 092-932-8962

（株）ニットー 10,000 －4001有法

と１
福岡県糟屋郡宇美町若草３－２－１〒811-2124

野中　彰091380

TEL 092-932-8004

（有）サンエス工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷１０９８－１〒811-2115

小山田　順一091383

TEL 092-936-2110

大協産業（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１１５０－３〒811-2112

緒方　孝吉091384

TEL 092-801-5700

森林住宅（有） 3,000 －4001有法

建１タ１内１
福岡県福岡市城南区七隈７－５－３３〒814-0133

梶原　亮司091388

TEL 092-871-8720

（有）オニモト工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区野芥７－１－１０〒814-0171

鬼本　誠兒091390

TEL 092-551-8200

（有）ケイ・ネットワーク 4,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区清水１－１６－８〒815-0031

松原　憲治091391

TEL 092-953-6768

筒井鉄工 －4011無個

建１鋼１
福岡県那珂川市松木２－９０〒811-1251

筒井　勇治091394

TEL 0940-52-0149

西野木材（株） 80,000 －4008有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福津市津屋崎６－３－１〒811-3304

西野　浩太郎091396

TEL 092-952-8106

（有）松永技建 3,000 －4011無法

土１左１と１石１舗１水１
福岡県那珂川市片縄北７－２２－１３〒811-1203

松永　司091397

TEL 093-201-0547

（有）平田土木 3,000 －4008無法

と１舗１
福岡県遠賀郡水巻町二西４－４－３〒807-0055

平田　竜希091399
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TEL 093-967-8356

（有）尾田組 3,000 －4008有法

建１と１
福岡県北九州市小倉南区下城野３－６－１１〒802-0804

尾田　勝091400

TEL 0943-22-5366

平田内装 －4007無個

内１
福岡県八女市馬場３６１－５〒834-0023

平田　好識091404

TEL 092-806-6654

（有）三苫電気 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区大字千里５８３－１〒819-0374

三苫　敏幸091405

TEL 0944-74-6811

大坪ＧＳＩ（株） 35,000 －4003有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県柳川市大和町徳益４１６〒839-0241

大坪　尚宏091406

TEL 093-932-8877

（有）ツル住建 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区黄金１－１３－１３〒802-0071

吉岡　津留喜091413

TEL 0949-32-9877

（有）広門建設 3,000 －4004無法

土１建１
福岡県宮若市宮田２２０９－１〒823-0011

廣門　薫子091423

TEL 0949-42-0912

九軌建設（株） 13,000 －4004無法

土１と１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２６２３－１６〒807-1305

白川　正091424

TEL 0949-24-7563

（有）村越工務店 3,000 －4004無法

建１大１
福岡県直方市大字上新入２２４３ー２４０〒822-0033

村越　誠寿091425

TEL 0930-52-3274

光住宅（有） 3,000 －4005無法

土１建１管１水１
福岡県築上郡築上町大字東築城１１４－１〒829-0101

宮本　勝利091428

TEL 0947-22-3196

白石建築 －4009無個

土１建１大１と１屋１タ１鋼１舗１内１水１解１
福岡県田川郡福智町伊方２６７９－１〒822-1211

白石　信二091430

TEL 0946-22-2157

オガワ水管理工業（株） 10,000 －4006有法

管１機１
福岡県朝倉市馬田字中原３６９６〒838-0058

小川　嘉朗091437

TEL 092-707-7200

（有）ゲットデザインワークス 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区城西３－１３－３〒814-0003

原口　清治091439

TEL 092-504-1266

（株）コルソ 10,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市御笠川４－１１－２０〒816-0912

藤田　竜也091453
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福岡県
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TEL 092-322-1998

林板金事業所 －4001無個

板１
福岡県糸島市浦志３－９－１２〒819-1112

林　忠信091454

TEL 0940-35-2770

（株）カイダ 8,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県宗像市須恵３－８－２３〒811-0454

山本　砂子091456

TEL 092-565-9561

ミズタ住宅 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区老司２ー２７ー２〒811-1346

水田　和夫091460

TEL 092-673-1280

吉田組 －4001無個

と１鋼１
福岡県福岡市東区唐原３ー１０ー４１〒813-0001

吉田　泰091461

TEL 092-937-3734

山下運輸機工（株） 10,000 －4001有法

と１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１２３０－１〒811-2112

山下　和也091465

TEL 092-621-2351

（資）深見鉄工所 748 －4001無法

鋼１具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２８４９－９〒811-2304

深見　孝司091478

TEL 092-976-3330

（有）インテリア白木 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡久山町大字山田８７０－４〒811-2502

白木　幸治091480

TEL 092-733-8666

阪急興産（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区梅光園１ー３ー１７〒810-0035

黒田　博貴091481

TEL 0944-54-7387

井上建設（有） 3,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市大字岬２９４４－５〒836-0002

井上　博文091489

TEL 0944-67-1869

西田工務店 －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町竹飯３５６７〒835-0135

西田　福美091494

TEL 0944-87-6543

伸陽工務店 －4003無個

建１
福岡県大川市大字北古賀３２〒831-0032

古賀　重喜091496

TEL 093-871-6576

エムケイプラント（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１機１水１解１
福岡県北九州市戸畑区銀座１－５－２５〒804-0076

濱田　貢091497

TEL 0940-62-1706

龍塗装工業 －4008無個

塗１
福岡県宗像市江口１２２０－２２〒811-3502

久田　龍幸091501



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

580頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-954-3457

川辺工務店 －4011無個

建１
福岡県那珂川市大字西畑２５７－３５〒811-1246

川辺　文憲091504

TEL 092-953-0007

（株）アプト 10,000 －4011有法

土１大１左１と１石１タ１舗１塗１防１内１
福岡県那珂川市今光６－３３〒811-1211

柴藤　伸司091506

TEL 0940-72-6185

後藤建設工業（株） 15,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県宗像市田野１９４５－１〒811-3514

後藤　則子091508

TEL 093-245-4254

（有）太陽設備工業 10,000 －4008有法

土１管１
福岡県中間市大字垣生１６１８〒809-0001

太田　和典091512

TEL 093-617-7836

（有）後藤工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区千代４－５－１１〒807-1112

後藤　昭人091513

TEL 093-245-3746

（有）大樹建設 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県中間市中央５－１０－１〒809-0030

手嶋　龍郎091518

TEL 093-511-1120

オーエーセンター（株） 10,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町２－１０－１〒802-0016

吉武　美枝子091523

TEL 0943-54-3318

（有）角屋 10,000 －4007無法

土１と１管１舗１水１
福岡県八女市上陽町北川内１９３－１〒834-1102

小川　忠司091527

TEL 0942-64-3824

井寺ボーリング工業 －4002有個

井１
福岡県久留米市三潴町西牟田７７５－１〒830-0111

井寺　司091528

TEL 0944-74-3377

宇田設備 －4003無個

管１
福岡県柳川市三橋町棚町２６７－４〒832-0813

宇田　利広091529

TEL 0943-72-2775

（株）行徳建設 40,000 －4002無法

土２建２と２舗２塗２防２
福岡県久留米市田主丸町常盤７４８－１〒839-1232

行徳　貴091530

TEL 092-944-3319

（有）光産業開発工業 6,000 －4001有法

と１電１
福岡県古賀市青柳町８７ー１〒811-3133

光末　誠091531

TEL 092-925-9858

（株）サイト 10,000 －4011有法

と１鋼１
福岡県筑紫野市大字山口１９２９－７〒818-0046

田代　尚道091533
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TEL 0946-22-8273

水城建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市古賀１２１〒838-0063

水城　昌徳091535

TEL 092-328-3250

（有）藤木建設 5,000 －4001無法

土１
福岡県糸島市志摩御床２１６０－５４〒819-1322

藤木　浩二091539

TEL 093-693-1147

（有）テクニカル 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸３－１６－１〒807-0851

大和　憲091541

TEL 093-391-3000

（株）アルテック冷熱サービス 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市門司区上馬寄１－１０－１５〒800-0042

橋口　悟091542

TEL 093-621-6307

安部畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区竹末２－４－２３〒806-0045

安部　豊091543

TEL 093-618-6256

寺西電気 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘７－４－４〒807-1264

寺西　昭091544

TEL 093-531-1286

野上設備（株） 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区大田町９－１０〒802-0015

野上　民生091545

TEL 093-581-9989

（有）野村設備工業 3,000 －4008有法

土１と１管１機１
福岡県北九州市小倉北区熊谷４－１８－３１〒803-0864

野村　忍091546

TEL 093-742-2917

（有）エコ・プラン 9,200 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県北九州市若松区高須東３－１３－５１－３０３〒808-0144

坪根　忠弘091548

TEL 093-941-0221

東海建装（株） 3,000 －4008無法

建１と１塗１解１
福岡県北九州市小倉北区白銀１－５－１７－１０１〒802-0074

下川　賢吾091549

TEL 0944-59-0368

円輪建設（有） 5,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市鳥塚町２－８〒836-0803

野田　秀夫091551

TEL 0942-38-6010

（有）原建設工業 20,000 －4002無法

建２
福岡県久留米市津福今町２９１－１〒830-0061

原　貴文091553

TEL 092-503-8599

（株）森川重機 100 －4011無法

土１
福岡県大野城市大池１－２－１５〒816-0904

小柳　忠091562



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

582頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-807-4124

（有）ウィズアート藤野 3,000 －4001無法

左１石１タ１
福岡県福岡市西区大字元岡１０５９－３〒819-0385

藤野　孝一091563

TEL 092-555-5554

（株）安河内工業 15,000 －4001無法

塗１防１内１
福岡県福岡市南区柏原４－２８－２４〒811-1353

安河内　和満091568

TEL 092-882-1632

（有）ワイ・スチール 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市西区姪の浜６－２－６－３０５〒819-0002

栁谷　博司091570

TEL 092-691-3686

（有）アイセイ興産 3,000 －4001無法

解１
福岡県福岡市東区名子１ー２０ー２８〒813-0024

重松　聡091571

TEL 092-962-2076

（株）加工センター協伸 11,000 －4001有法

板１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字丸の内５７２－１１〒811-0102

柏　俊英091573

TEL 092-451-8228

（株）通信企画 15,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区山王２－５－２７〒812-0015

岡部　順一091578

TEL 092-564-2322

（株）ナカムラホーム 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区桧原７－５７－３１〒811-1355

中村　博之091579

TEL 092-603-1584

（有）久保産業 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市東区西戸崎５ー１４ー６〒811-0321

初嶌　星志091584

TEL 092-932-1455

中牟田製作所 －4001無個

管１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵４８９ー２８〒811-2114

中牟田　俊二091585

TEL 0949-23-1936

月成電業社 －4004無個

電１
福岡県直方市大字下境１４４８〒822-0007

月成　忠生091593

TEL 0948-57-3242

嘉穂洋瓦（有） 3,000 －4010無法

建１屋１
福岡県嘉麻市牛隈７５７－１〒820-0301

山本　剛091594

TEL 0930-24-1114

中山工務店 －4005無個

建１
福岡県行橋市大字矢留７８２〒824-0043

中山　充芳091599

TEL 093-280-3963

（株）木鶏 10,000 －4008有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区中津口１－２－３－１Ｆ〒802-0018

山田　義憲091606



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

583頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-321-2055

（有）山貴総合 6,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市門司区西海岸１－２－１８〒801-0841

阿部　利隆091608

TEL 093-965-7030

三和エクステリア小倉販売（株） 16,000 －4008有法

土１建１大１左１と１タ１舗１ガ１園１具１
福岡県北九州市小倉南区横代北町１－２－１０〒802-0821

松岡　俊介091613

TEL 093-692-0255

（株）明新工業 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区貴船台１－８〒807-0814

都　成仁091614

TEL 0942-77-2388

栁ガーデン －4002無個

土１園１
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷４５１０〒830-1211

栁　忠徳091615

TEL 0942-38-9651

荒木開発工業 －4002有個

土１と１石１舗１水１
福岡県久留米市原古賀町２１－１９〒830-0046

荒木　善輝091616

TEL 093-472-5900

（有）くまの保温店 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区下貫１－１４－５〒800-0236

熊野　賢治091621

TEL 092-324-3320

アートグリーン －4001有個

土１園１
福岡県糸島市井田字二ノ坪４５９－１〒819-1562

清澤　一孝091622

TEL 092-918-8151

（株）アビックス 10,000 －4011有法

土１と１鋼１水１解１
福岡県筑紫野市針摺東５－１－１８〒818-0081

田口　常三091623

TEL 0946-24-5965

（株）尾畑建設 20,000 －4006無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県朝倉郡筑前町久光２７３－１〒838-0802

尾畑　一徳091624

TEL 092-924-1750

（有）斉藤園芸 3,000 －4011有法

園１
福岡県太宰府市大字北谷７８９－４〒818-0114

斉藤　誠091627

TEL 093-651-5485

アイホーム －4008無個

土１建１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡東区清田２－４－２５〒805-0034

伊井　満091632

TEL 0944-53-5988

入家建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字手鎌３７４－１〒836-0004

入家　雅彦091633

TEL 0942-38-0790

（株）遠藤電設 20,000 －4002無法

と１電２
福岡県久留米市大石町６１２－７〒830-0049

遠藤　茂喜091634



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-50-0513

（有）大牟田エンジニアリングサービス 3,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字吉野１７７０－１２〒837-0904

清水　学091636

TEL 0942-47-0337

原建設建材（株） 10,000 －4002有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県久留米市善導寺町飯田１５７９－１〒839-0824

原　泰則091637

TEL 093-923-4000

（有）コモド 10,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－７－３〒802-0804

水上　定彦091646

TEL 093-932-1600

（株）サンシステム 10,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区葛原元町３－３－２４〒800-0254

益城　利廣091647

TEL 0944-73-3869

（有）英興建設 20,000 －4003無法

土２建１左１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県柳川市有明町２５３５－２２〒832-0054

山田　英行091650

TEL 092-473-1076

　松電装（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区西月隈２ー１ー７〒812-0857

吉松　信幸091652

TEL 092-681-2296

（有）安部電気 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市東区八田３－１０－１０〒813-0031

安部　義治091653

TEL 0947-42-0354

（有）星野システムサービス 3,000 －4009無法

電１
福岡県田川市大字伊田２７３９〒825-0002

星野　竜也091663

TEL 0949-25-0598

（有）片山組 20,000 －4004無法

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字上境１６８２－１〒822-0006

片山　義光091665

TEL 0947-22-4547

（有）池永武工務店 3,000 －4009無法

土１建１解１
福岡県田川郡福智町伊方３１９１－３〒822-1211

池永　武義091666

TEL 092-935-1980

（有）中央電子サービス 4,000 －4001有法

通１
福岡県糟屋郡志免町南里６－１－１〒811-2207

南里　敏和091678

TEL 092-804-3402

津田内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区内野８－１３－４１〒811-1123

津田　泰弘091679

TEL 092-323-1094

左官業豊永 －4001無個

左１
福岡県糸島市波多江駅南２－１８－１８〒819-1108

豊永　實091683



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-82-5857

（有）畠田建設 3,000 －4009無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡添田町大字添田３３２４〒824-0602

長副　義明091684

TEL 093-871-7006

総合建築のイノマタ －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区牧４－１８－１０〒804-0053

猪俣　勇091685

TEL 093-481-2321

（株）ニシコー 20,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区大字恒見字打木原１３７８〒800-0117

松本　正光091691

TEL 093-245-1841

中嶋工業 －4008無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１消１
福岡県中間市通谷２－７－２８〒809-0018

中嶋　茂091695

TEL 092-571-1037

（株）サラホーム 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区光丘町２－２－３６〒812-0874

小野　智091706

TEL 092-591-8641

（株）丸信ダンネツ 10,000 －4011無法

絶１
福岡県春日市千歳町３－５７－２〒816-0805

菅原　和衛091711

TEL 092-501-5175

（有）渡野タイル工業 3,000 －4011無法

タ１
福岡県春日市白水ヶ丘４－７７〒816-0845

渡野　庄一郎091712

TEL 0979-23-4027

（有）横川工務店 5,000 －4005有法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県築上郡吉富町大字今吉２６７－２〒871-0822

横川　菊代091718

TEL 0930-52-3355

中川建築 －4005無個

建１
福岡県築上郡築上町大字上深野７４１〒829-0115

中川　泰志091719

TEL 0948-24-4088

新鯰田緑化 －4010無個

土１園１
福岡県飯塚市鯰田１６６４－１〒820-0001

三浦　優二091724

TEL 0930-23-4796

竹下工業 －4005無個

機１
福岡県行橋市大字入覚１５３７－１〒824-0077

竹下　昭文091727

TEL 0947-32-2836

玉眞電気工事 －4009無個

電１
福岡県田川郡香春町大字中津原４９６－２〒822-1405

玉眞　一生091731

TEL 0947-47-1513

（有）アスティ 3,000 －4009無法

内１
福岡県田川市大字糒２３３６－２〒825-0005

牧野　豪091732



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-681-7767

さだ建興業（株） 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市東区香住ケ丘３ー２５ー３７〒813-0003

白　洪成091737

TEL 0942-64-3137

（有）石井建設 3,000 －4002有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市三潴町草場２０７－１〒830-0105

古賀　文雄091747

TEL 0942-77-1411

（有）秋山重建 20,000 －4002無法

土２と２石２舗２水２解１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈１８－１〒830-1226

秋山　秀幸091748

TEL 092-471-8351

キヨエイ（株） 20,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区上牟田２－６－１３〒812-0006

政田　洋平091757

TEL 092-939-1110

シーエススチール（株） 25,000 －4001有法

鋼１
福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈７０７ー７〒811-2302

松原　照明091761

TEL 092-612-8117

九建テクノ（有） 3,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市東区多の津１－１８－７－１〒813-0034

内田　忠俊091763

TEL 092-712-0011

（株）ドコモＣＳ九州 30,000 －4001有法

通２
福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－１〒810-0004

齋藤　武091766

TEL 092-865-9067

（有）エフケイ・エス 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区千隈４ー１８ー２７〒814-0163

古川　善生091767

TEL 0944-51-0078

斉藤工業 －4003無個

機１
福岡県大牟田市明治町３－５５－２〒836-0012

斉藤　博己091769

TEL 0944-58-7960

（有）カワノ 3,000 －4003無法

土１と１舗１解１
福岡県大牟田市大字宮崎１８１７－１〒837-0903

河野　俊行091774

TEL 0930-26-3377

（株）Ｅ．Ｃ．Ｔ．サービス 15,000 －4005有法

電１
福岡県行橋市延永８１－１〒824-0068

井村　順治091780

TEL 092-574-6151

（有）ビッグ・エイム 3,000 －4001無法

石１
福岡県福岡市博多区諸岡２－２－１３－６０１〒812-0894

山代　和雄091786

TEL 092-953-1355

（有）工藤建設 3,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市大字西畑９４１〒811-1246

工藤　啓一091787



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

587頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-326-5467

（有）鏡建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市二丈吉井４０３４－５〒819-1641

鏡　勝吾091789

TEL 0948-65-5757

三開発（株） 20,000 －4010有法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県嘉穂郡桂川町大字九郎丸８０－２〒820-0602

三池　竜司091791

TEL 0948-25-6439

（有）エム・ライン 5,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市鯰田１３６７－２〒820-0001

森京　政人091793

TEL 0948-62-3588

（有）樹香園 3,000 －4010無法

土１と１石１鋼１園１解１
福岡県嘉麻市西郷６８４－４〒820-0505

山口　登美子091794

TEL 0947-28-2877

（有）木村電気 3,000 －4009無法

電１通１
福岡県田川郡福智町上野１２８〒822-1102

木村　アケミ091796

TEL 0930-22-1864

（有）昇央建設 10,000 －4005無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県行橋市大字高来１３０〒824-0078

進　孝治091799

TEL 0949-54-1168

（有）宗松組 20,000 －4004無法

土２と２石２舗２し２園２水２解２
福岡県宮若市湯原７４３－１〒822-0121

宗松　潤一郎091804

TEL 09494-2-1855

山根建設 －4004無個

土１建１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２０２３－３〒807-1312

山根　政記091805

TEL 0949-25-1889

（有）山本建装 3,000 －4004無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県直方市大字上境１２１１－１〒822-0006

山本　義二091808

TEL 0949-28-1401

（有）シバタ 14,000 －4004無法

土１建１と１舗１具１解１
福岡県直方市大字植木２３０８－１〒822-0031

柴田　良雄091810

TEL 0979-83-2510

（有）太田綜合設備 3,000 －4005無法

管１水１
福岡県豊前市大字堀立４３９－１〒828-0042

太田　久枝091811

TEL 0942-43-7207

江藤建設工業 －4002有個

建１
福岡県久留米市山川追分１－１０－１２〒839-0814

江藤　正也091814

TEL 0942-73-1389

（株）サクラ技建 20,000 －4002有法

土２と２舗２水２解２
福岡県小郡市井上５８５－４〒838-0114

櫻木　宣久091816



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

588頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-54-2956

（株）中河原建設 20,000 －4003有法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県大牟田市西新町１５〒836-0031

中河原　五男091819

TEL 093-701-1201

石峯建設防水（有） 5,000 －4008無法

塗１防１絶１
福岡県北九州市若松区今光３－７－２９〒808-0071

八代　力091820

TEL 093-561-5180

土井建築工房 －4008無個

建１内１
福岡県北九州市小倉北区原町１－１７－１２〒803-0815

土井　明彦091829

TEL 093-582-1444

サミゾ空調工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区高峰町１５－２１－１０１〒803-0826

佐溝　廣之091834

TEL 092-477-2660

（株）ヤマウチ 40,000 －4001有法

土２と２鋼２機１水２
福岡県福岡市博多区東那珂１－４－１１〒812-0892

山内　知之091835

TEL 092-291-1391

（有）プランニング・エヌ 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区網場町５－１〒812-0024

梶原　健太091838

TEL 092-673-1112

（有）東興業 7,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市東区若宮２－３４－５〒813-0036

東　興世091841

TEL 092-691-5532

　木園装 －4001有個

園１
福岡県福岡市東区名子１－４－３３〒813-0024

　木　英憲091842

TEL 093-662-9933

フツ塗装工芸 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区清納１－５－１０〒806-0013

布津　英二091846

TEL 093-603-1814

笹田工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸１－１４－９〒807-0851

笹田　政司091849

TEL 093-951-5568

（有）豊成建設 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区八幡町１７－１〒802-0805

細川　豊091851

TEL 0943-24-3252

中嶋勝利建築工房 －4007無個

建１
福岡県八女市黒土２０９〒834-0002

中嶋　勝利091854

TEL 0944-73-5767

（有）下川造園土木 20,000 －4003無法

土２と２石２鋼２舗２し２園１水２解２
福岡県柳川市三橋町中山１２９２－１〒832-0811

下川　茂治091855



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0943-75-3681

（株）ヤマト 10,000 －4002有法

建１
福岡県うきは市吉井町清瀬５１５－１〒839-1312

吉松　安子091859

TEL 092-953-2105

（有）イー・シー・エス・エンジニアリング 3,000 －4011無法

管１機１水１
福岡県那珂川市松木２－１６９〒811-1251

田中　光091861

TEL 0942-65-8440

（株）ホームラボ 10,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市東合川７－６－７〒839-0809

德冨　総一郎091863

TEL 0946-24-5774

（株）江藤工房 15,000 －4006有法

内１
福岡県朝倉市中原５７－５〒838-0056

江藤　航治091870

TEL 0947-46-2588

（有）ファニス工芸 3,000 －4009有法

園１
福岡県田川郡糸田町３７４８－１８〒822-1300

林　幹男091872

TEL 0948-25-6374

（株）九酸ガス住設 10,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市目尾３９８〒820-0062

有吉　慶　091877

TEL 0947-44-0373

（株）ツシマ 20,000 －4009有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県田川市大字伊田２４２２－７〒825-0002

津島　潔091885

TEL 092-935-5164

（株）中村アルミ建材 10,000 －4001無法

板１具１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷字石原４４９－２〒811-2115

木下　正志091890

TEL 092-962-1506

横大路建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡新宮町大字上府４４１〒811-0117

横大路　公091894

TEL 092-551-3201

（有）酒見工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区柳河内２－４－２１〒815-0063

酒見　賢次091899

TEL 092-943-2733

（株）三木重量 10,000 －4001有法

機１
福岡県古賀市青柳４７２－１〒811-3134

三木　英俊091904

TEL 092-691-3948

長尾組 －4001無個

土１
福岡県福岡市東区みどりが丘２－２３－１１〒813-0021

長尾　勝文091908

TEL 0943-22-2349

大信電設（株） 10,000 －4007有法

電１管１
福岡県八女市立花町山崎９０６－１〒834-0081

大石　学091913



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-73-0678

ミヤジマ住宅設備 －4002無個

管１
福岡県小郡市古飯７５１－１〒838-0124

宮島　秀之091915

TEL 0944-76-5229

深町建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町塩塚１４９－１〒839-0243

深町　明男091918

TEL 093-381-6760

ＺＥＮＭＥＩ －4008無個

管１
福岡県北九州市門司区上馬寄１－１４－１６〒800-0042

河原　善明091924

TEL 0946-22-5622

木村ボーリング工業 －4006無個

井１
福岡県朝倉郡筑前町新町４６２－３〒838-0816

木村　謙二091938

TEL 0943-32-5118

樋口工業（有） 20,000 －4007無法

土２建２大１左１と２管１舗２水２解２
福岡県八女郡広川町大字吉常４４５－３〒834-0104

樋口　貴俊091945

TEL 0944-72-5660

（有）馬場建設 3,000 －4003無法

土１建１
福岡県柳川市糀屋町３７－２〒832-0072

荒巻　孝成091946

TEL 0944-85-9139

（有）モリタ内装 3,000 －4003無法

内１
福岡県柳川市大浜町７４９－４〒832-0053

森田　仁091947

TEL 0942-78-7840

ベスト技研（有） 5,000 －4002無法

土１建１と１管１舗１内１機１水１解１
福岡県久留米市北野町中４７７－１８〒830-1113

中園　勝利091948

TEL 0942-53-9087

（有）古賀設備工業 3,000 －4007無法

管１井１水１
福岡県筑後市大字上北島４７５－１〒833-0033

古賀　史朗091954

TEL 092-473-7292

（株）草野 10,000 －4001無法

建１屋１塗１防１
福岡県福岡市博多区上牟田１－２１－６〒812-0006

草野　和義091961

TEL 093-761-5279

重安組 －4008無個

土１建１大１と１舗１水１解１
福岡県北九州市若松区浜町２－１４－３０〒808-0024

重安　良夫091963

TEL 093-244-3107

（有）滝野溶接 5,000 －4008有法

管１鋼１
福岡県中間市深坂１－１３－１２〒809-0025

瀧野　和彦091964

TEL 0943-47-2413

鬼塚建設 －4007無個

建１
福岡県八女市矢部村矢部１８４２〒834-1402

鬼塚　昭道091967



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-42-4218

（有）貝原興業 3,000 －4010無法

土１電１
福岡県嘉麻市山野１００９－３〒820-0202

貝原　和浩091970

TEL 0948-72-2901

（有）松尾工業 3,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市長尾６５３〒820-0701

松尾　等091971

TEL 0943-54-2278

（有）Ｍデンコウ 5,000 －4007無法

電１管１消１
福岡県八女市上陽町久木原１９８６－１〒834-1103

村口　義明091976

TEL 092-483-8411

（株）三洋建設 35,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市博多区山王２－１－１０〒812-0015

嘉村　捷子091980

TEL 092-474-8650

（株）レック 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市博多区博多駅東３－４－３〒812-0013

亀井　愛憲091985

TEL 092-483-0069

（株）朋友 14,000 －4001有法

電１管１機１通１消１
福岡県福岡市博多区東那珂２－３－５４〒812-0892

浦口　学091987

TEL 0946-25-1338

瀬尾建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市千手１７－２〒838-0017

瀬尾　智義091988

TEL 092-581-1562

（有）樹楽園 3,000 －4011有法

園１
福岡県大野城市山田２－１－３９〒816-0922

蒲浦　徹091990

TEL 092-572-0663

（有）田平瓦工業 3,000 －4011無法

屋１
福岡県春日市春日７－８９〒816-0814

田平　耕吉091991

TEL 0943-42-2352

（有）酒井工業 5,000 －4007無法

土１と１舗１水１解１
福岡県八女市黒木町今１２１５〒834-1221

酒井　信幸091995

TEL 0943-76-4014

（有）ジェイエヌ開発 9,200 －4002無法

土１と１解１
福岡県うきは市吉井町富永１２７１－１〒839-1333

西野　昭彦091997

TEL 092-953-6278

（株）匠社寺建築社 10,000 －4011有法

建１大１屋１内１
福岡県那珂川市大字成竹９２１〒811-1235

大浦　敬規092004

TEL 092-565-0184

（株）たかす室内装備 10,000 －4001有法

建１鋼１内１
福岡県福岡市南区向新町２－２－１１〒811-1345

髙巣　英利092005
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TEL 0942-22-0031

（株）ニシツウ 20,000 －4002無法

通１
福岡県久留米市国分町１７５１－６〒839-0863

落合　伸司092008

TEL 0947-26-3783

（有）タクミ産業 5,000 －4009無法

管１
福岡県田川郡糸田町２３６９－４〒822-1314

古　　巧司092012

TEL 0944-76-2032

武藤工務店 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町明野５９１〒839-0251

武藤　憲治092013

TEL 0944-31-3101

（株）三吉電業 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字岩本２７８０〒837-0913

三吉　治郎092015

TEL 0942-26-0166

（株）拓建工業 10,000 －4002無法

土１建１と１舗１水１
福岡県久留米市藤光町９８６－１〒830-0054

今山　清登092016

TEL 093-223-0047

（株）グリーン有機資材 25,000 －4008有法

土１と１水１
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町７－６〒807-0111

杉本　晃092020

TEL 093-282-1638

（有）寺尾商工 5,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡岡垣町鍋田２－３－３〒811-4221

寺尾　誠則092022

TEL 092-710-6444

（株）小財エクステリア販売 20,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市博多区博多駅南６－２－２０〒812-0016

中　邦夫092024

TEL 092-932-8377

中野住宅建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡宇美町貴船２－３４－２２〒811-2131

中野　剛092029

TEL 092-931-0870

（株）緑創 30,000 －4001有法

土１と１園２
福岡県糟屋郡宇美町神武原４－３－１〒811-2129

長澤　誠二092032

TEL 092-591-3049

林田工業所 －4001無個

大１左１石１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市博多区諸岡４－１４－１０〒812-0894

林田　広行092033

TEL 092-952-4923

白石建装 －4011無個

左１防１
福岡県那珂川市恵子６－５－７〒811-1255

白石　勝美092034

TEL 093-436-0835

（有）ナカマ 5,000 －4005無法

土１建１大１左１と１塗１防１解１
福岡県京都郡苅田町大字尾倉２９３６－３〒800-0353

中間　浩美092038
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TEL 0930-32-4803

（有）友成工業 3,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡みやこ町勝山大久保２２７４〒824-0801

久松　公博092040

TEL 093-651-6683

（有）島村建装 4,500 －4008無法

塗１解１
福岡県北九州市八幡東区松尾町４－７〒805-0032

島村　清092043

TEL 0947-22-4330

（有）髙崎機設 3,000 －4009無法

と１防１
福岡県田川郡福智町金田６５７－２〒822-1201

髙崎　健一092047

TEL 0947-22-2967

（有）永末工務店 5,000 －4009有法

土１建１と１電１管１舗１内１水１解１
福岡県田川郡福智町神崎１２９３－１１〒822-1202

永末　正数092048

TEL 0944-72-7868

（有）枝光建設 5,000 －4003無法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県柳川市東蒲池８５８－５〒832-0006

枝光　菊枝092050

TEL 092-566-6478

（有）愛浩設備 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区屋形原４－８－３４〒811-1351

田中　浩一092054

TEL 092-803-0202

石田興建（株） 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区早良５－１０－１１〒811-1122

石田　泰浩092055

TEL 092-733-0012

（有）防災技研 3,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市中央区六本松３－１１－２５谷口ビル〒810-0044

梅崎　秀景092056

TEL 093-691-4020

キャッツハンド －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２７８１－１０〒807-0801

重住　覚092060

TEL 0948-22-4192

（有）山田建巧 10,000 －4010無法

建１左１
福岡県飯塚市庄司１９２１〒820-0051

山田　卓司092061

TEL 0949-32-1400

（有）サン企画 10,000 －4004有法

土１と１解１
福岡県宮若市本城１５９２－５０〒823-0003

堀　秀時092062

TEL 092-937-0846

（株）西岡住宅設備 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県糟屋郡志免町志免中央３－１－１５〒811-2244

西岡　誠092063

TEL 0930-22-3302

（有）出口建設 40,000 －4005無法

土１舗１
福岡県行橋市東大橋３－１８－１２〒824-0002

出口　勇美子092064
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TEL 0930-22-4091

（有）井田電機工業 3,000 －4005無法

電１
福岡県行橋市大字稲童２３９３〒824-0022

浜川　博光092066

TEL 0930-25-7320

山本工業 －4005無個

土１建１
福岡県行橋市大字簑島８３２－４６〒824-0011

山本　千昭092067

TEL 0930-22-9055

（有）協大電気設備商会 5,000 －4005無法

電１
福岡県京都郡苅田町与原２－１－２２〒800-0323

宮下　滿博092068

TEL 0944-52-4595

ティ・エム建設 －4003無個

土１建１と１解１
福岡県大牟田市大字歴木８６２－１〒837-0924

前田　剛徳092070

TEL 093-571-5800

（有）宮本塗装工業 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉北区木町２－１２－２８〒803-0851

宮本　善郎092075

TEL 092-551-6870

山口建設工業（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市南区野間４－１７－３５〒815-0041

森　義大092080

TEL 092-291-3787

（株）永昌洋行 12,100 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区須崎６－２５〒812-0028

大村　茂092081

TEL 092-873-4197

（有）ヤマグチフローリング 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区南片江５－１６－１６〒814-0143

山口　政一郎092083

TEL 093-771-3357

（有）山﨑組 3,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市若松区西園町３－１３－１０３〒808-0031

山﨑　薫092089

TEL 093-451-6756

（有）大貴工業 3,000 －4008無法

建１管１
福岡県北九州市小倉南区高野３－１５－１０〒803-0275

原田　稔也092090

TEL 093-592-5151

リビングアルト －4008無個

建１内１
福岡県北九州市小倉北区熊谷４－３－２１〒803-0864

　田　雅治092104

TEL 0942-36-1568

修・コーポレーション －4002無個

土１建１と１舗１
福岡県久留米市梅満町４３５－１〒830-0048

脇　修輔092108

TEL 092-596-4007

（有）白濱工業 3,000 －4011無法

建１塗１防１
福岡県大野城市若草２－２４－１〒816-0981

白濱　孝一朗092109
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TEL 0946-24-7070

（株）エフ・テクノ 20,000 －4006有法

土２建２と２管２園２水２
福岡県朝倉市牛木９００－１〒838-0067

中村　公義092112

TEL 093-581-4876

岩本建設 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区篠崎３－１５－３７〒803-0861

岩本　城次092119

TEL 093-245-6477

仁科工務店 －4008無個

建１
福岡県中間市深坂２－１０－１５〒809-0025

仁科　登志一092122

TEL 092-962-9811

サンキ装工（株） 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県糟屋郡新宮町上府北２－１４－２〒811-0123

石橋　知英092125

TEL 092-932-0661

（有）高尾組 3,000 －4001無法

大１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘１－１３－１８〒811-2108

高尾　一顕092127

TEL 092-622-8000

（株）キシヤ 50,000 －4001有法

電１管１機１通１
福岡県福岡市東区松島１－４１－２１〒812-0062

楠田　幸次郎092129

TEL 092-982-5370

（株）デーエスイー 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市中央区薬院２－２－２４－２０６〒810-0022

若林　由孝092132

TEL 092-732-3990

（有）光道建設 5,500 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市中央区那の津３－１０－１３〒810-0071

金原　敏貴092133

TEL 093-321-1431

（株）鍋島商店 20,000 －4008有法

と１電２管２機２通１
福岡県北九州市門司区港町２－２３〒801-0852

鍋島　正興092139

TEL 0930-56-0422

武道ボーリング －4005無個

土１井１水１
福岡県築上郡築上町大字高塚８９６－３〒829-0331

武道　守092142

TEL 0948-53-3315

明成工業（有） 5,000 －4010無法

土１管１水１
福岡県嘉麻市上山田７０１－３〒821-0012

井上　拓郎092144

TEL 0947-22-0881

岩重鉄筋工業 －4009無個

筋１
福岡県田川郡福智町弁城２２２６〒822-1212

岩尾　重俊092147

TEL 0930-24-1110

竹下建設（株） 9,000 －4005有法

土１建１と１舗１し１水１解１
福岡県行橋市行事３－７－２２〒824-0001

竹下　巧092151
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TEL 092-326-5470

阿部建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市二丈吉井３０４４－１〒819-1641

阿部　嘉文092155

TEL 092-871-5975

（有）岩野防災 3,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市早良区田村５－７－１１〒814-0175

岩野　正092160

TEL 092-936-2211

（有）旭永メタル 3,000 －4001有法

板１具１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１９５３〒811-2112

渡邊　謙一092163

TEL 093-791-1525

稲益造船（株） 20,000 －4008有法

土１と１鋼１し１塗１
福岡県北九州市若松区藤ノ木３－２－２〒808-0074

稲益　晴喜092169

TEL 092-716-2476

マルイ電業 －4001無個

電１
福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８〒810-0022

井手　政孝092173

TEL 092-963-1642

古賀空調設備 －4011無個

管１
福岡県筑紫野市大字吉木２６３７－１〒818-0004

古賀　常盤092174

TEL 092-322-4495

（有）椎葉商会 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県糸島市大字神在１２９９－２〒819-1123

椎葉　義一092179

TEL 0979-83-3075

（有）小路設備工業 5,000 －4005無法

管１水１
福岡県豊前市大字宇島５３－８〒828-0022

小路　秀樹092181

TEL 092-623-7575

（株）トウテック 50,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市東区多の津５－１１－１１〒813-0034

藤岡　昭太092184

TEL 092-473-4850

（株）伊藤コーポレーション 20,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－８－９〒812-0013

伊藤　信之092185

TEL 092-938-4813

（有）タカキデンソー 5,000 －4001無法

電１鋼１板１
福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈字唐臼４２－１〒811-2302

髙木　義幸092186

TEL 0943-42-2976

川原建築 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町笠原４３８９－５〒834-1222

川原　家孫092195

TEL 0943-77-5989

山口塗装工業社 －4002無個

塗１
福岡県うきは市浮羽町西隈上３８－１０〒839-1404

山口　端092197
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TEL 092-567-0456

（株）サンエンジニアリング 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市南区柏原２－１１－１９〒811-1353

山田　勝征092200

TEL 092-957-0500

（株）興和塗装 10,000 －4001無法

大１左１板１塗１防１内１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳３－５－２０〒811-2127

永井　勇092201

TEL 092-891-2250

名古屋設備工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市西区上山門１－１１－８〒819-0054

名古屋　秀信092202

TEL 0948-24-9388

（有）大光社 5,000 －4010有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市目尾８３５－２〒820-0062

村山　太一092205

TEL 093-621-8111

（有）間宮組 38,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市八幡西区南王子町６－１６〒806-0038

間宮　顯二092206

TEL 093-581-7082

（株）豊川設計事務所 40,000 －4008有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県北九州市小倉北区井堀３－１８－１８〒803-0835

豊川　裕子092207

TEL 092-414-0033

（株）創和エナジー 35,250 －4001有法

電１機１通１
福岡県福岡市博多区竹下４－１－３７〒812-0895

迎　直久092219

TEL 0946-52-0237

（有）大石産業 8,000 －4006無法

土１と１水１解１
福岡県朝倉市比良松３４４〒838-1303

大石　実092220

TEL 092-872-7108

モリタ建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区野介７－１９－２５〒814-0171

森田　健治092238

TEL 092-475-4009

トヨタエルアンドエフ福岡（株） 40,000 －4001有法

と１機１
福岡県福岡市博多区東比恵４－５－１４〒812-0007

金子　直幹092240

TEL 0948-72-4599

（有）ダイオー建設 40,000 －4010無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県飯塚市筑穂元吉７１２－１３〒820-0705

山本　惠治092250

TEL 09496-2-0638

清水産業 －4004無個

塗１防１
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳１９８４〒820-1101

清水　剛092252

TEL 0930-56-5089

（株）栄信建設 40,000 －4005有法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県築上郡築上町大字越路４８－５〒829-0332

松本　武夫092257



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

598頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-501-9722

（有）長谷工務店 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市南区横手南町２４－１８－３０２〒811-1311

長谷川　喜義092263

TEL 093-282-0171

（有）響電器 10,000 －4008有法

電１管１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１２－５〒811-4236

井上　雅博092267

TEL 093-622-8842

（有）九州技研 3,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区市瀬３－２－２９〒806-0063

田中　伸一092270

TEL 0942-77-5039

（株）グランド技研 40,000 －4002有法

土１と１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈１７５７－５〒830-1226

萩原　謙一092274

TEL 092-575-3095

（有）幸光内装 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区日佐５－１３－１９〒811-1313

松坂　達幸092279

TEL 092-923-3680

（有）ホームエイドインテリア 3,000 －4011無法

建１管１内１
福岡県太宰府市大佐野５－１４－２２〒818-0134

田中　純二092280

TEL 092-481-6506

（株）リュウコウ 10,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２－１３〒812-0016

森　政人092289

TEL 092-864-7992

（有）河野建設工業 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市早良区有田４－６４２－１〒814-0033

河野　稔092293

TEL 092-801-7821

宮原工務店 －4001無個

大１
福岡県福岡市城南区樋井川４－３６－１２〒814-0153

宮原　聖人092294

TEL 092-475-6799

福岡消防設備（同） 5,960 －4001有法

消１
福岡県福岡市博多区美野島１－４－１８〒812-0017

稲永　茂久092295

TEL 0944-87-7027

横田建具木工所 －4003有個

具１
福岡県大川市大字津６１８－１０〒831-0035

横田　光市092299

TEL 0944-54-1511

木原工務店 －4003無個

建１大１
福岡県大牟田市龍湖瀬町５－１〒836-0814

木原　宏則092300

TEL 0940-42-1364

（株）キューヘン 225,000 －4008有法

電２機２
福岡県福津市花見が浜２－１－１〒811-3216

八木　繁092302



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

599頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-452-0101

（有）アダチ 3,000 －4008無法

管１板１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺６６６－２〒803-0186

安達　修司092303

TEL 093-513-1620

東和ビルド（株） 10,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町１－３－１３〒802-0016

唐島　芳江092305

TEL 092-851-7839

（株）テクノユース 20,000 －4001有法

土２と２管１し１防１水２
福岡県福岡市城南区鳥飼５－７－１〒814-0103

脇山　一春092311

TEL 092-731-1110

（有）ビデオプラザ 5,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区赤坂２－３－２４〒810-0042

具島　一志092314

TEL 092-942-6515

（有）リーブス 3,000 －4001有法

園１
福岡県古賀市今の庄２－２０－４８〒811-3117

畠中　慶三092315

TEL 0944-56-7178

（有）青木工業 9,000 －4003無法

絶１
福岡県大牟田市大字歴木３０５－１０〒837-0924

青木　正和092318

TEL 0944-72-9075

木元建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市三橋町吉開７９７－１〒832-0802

木元　一則092319

TEL 0942-26-1200

（株）新興セメント工業所 10,000 －4002有法

屋１
福岡県久留米市安武町武島４２０－７〒830-0071

池田　一正092320

TEL 093-452-0053

（有）小倉ダクト工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区高野６－３－１〒803-0275

河村　守夫092325

TEL 093-883-8955

（株）ミヤビ 5,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県北九州市八幡東区祝町２－１６－１８〒805-0041

岩本　正人092327

TEL 093-381-6721

（有）道原建具 5,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市門司区奥田１－２－２９〒800-0011

道原　浩二092328

TEL 0930-25-3792

髙柳工務店 －4005無個

土１建１電１
福岡県行橋市大字稲童３８７３－３〒824-0022

髙柳　健治092330

TEL 0949-26-6389

（有）大西設備 3,000 －4004無法

土１管１
福岡県直方市大字頓野５３６〒822-0002

大西　幸紀092331



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

600頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-947-8523

（有）東方産業 7,000 －4001有法

土１園１
福岡県糟屋郡篠栗町大字金出３２９７－４２〒811-2402

緒方　光好092342

TEL 092-931-8090

（株）日本トップ工業 10,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡新宮町大字原上字久保田１６４７－２〒811-0101

飯島　幸司092343

TEL 0947-42-5642

エイケン塗装工業 －4009無個

建２塗１防１解１
福岡県田川市大字川宮１７８２－４〒826-0042

上田　栄吾092355

TEL 093-561-6529

（有）髙木工務店 20,000 －4008有法

土２建２大２と２石２舗２し２内２水２解２
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘２－７－２０〒803-0827

落合　健彦092356

TEL 093-883-1813

（株）山口建工 10,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市戸畑区菅原１－３－１３〒804-0044

山口　英一092359

TEL 093-223-0264

（有）坂尾電気商会 3,000 －4008無法

電１消１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿６－２７〒807-0141

坂尾　明美092360

TEL 093-481-0303

（株）産興エコサービス 10,000 －4008有法

と１解１
福岡県北九州市門司区新門司３－６５〒800-0115

吉武　智生092361

TEL 093-244-0146

（有）西英工務店 3,000 －4008有法

左１機１
福岡県中間市通谷６－１３－１７〒809-0018

西二町　英雄092363

TEL 0942-64-5748

（株）タカアキコーポレーション 20,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県久留米市三潴町高三潴９１３－１〒830-0103

田中　竜二092364

TEL 0947-23-0882

（有）平良建設工業 5,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡福智町金田９４９－８〒822-1201

平良　陵弥092365

TEL 0942-65-1866

（株）玄匠 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市三潴町田川１７２８－２〒830-0102

高橋　健二092370

TEL 0979-72-2646

（株）タイヘイ 20,000 －4005無法

土１建１と１機１
福岡県築上郡上毛町大字下唐原２１４８－７５〒871-0923

佐藤　義信092375

TEL 0949-24-2084

（株）山岡 10,000 －4004有法

と１解１
福岡県直方市大字下新入５９９〒822-0032

山岡　陽一092380



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

601頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-566-3652

（有）岩井田組 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市南区柏原１－５－５１〒811-1353

岩井田　浅美092382

TEL 092-872-1155

（有）えびの住建 5,000 －4001無法

土１建１
福岡県福岡市城南区長尾５－９－１７〒814-0123

木牟禮　良作092383

TEL 092-623-0730

（有）オーティー防災 3,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市東区松島３－２２－１１－１〒813-0062

大藤　幸寛092384

TEL 092-843-3816

（有）ソバックス 3,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市早良区有田７－１８－２２〒814-0033

菅　博孝092385

TEL 092-715-8888

（株）ダイニチ 10,000 －4001有法

建１屋１管１内１
福岡県福岡市中央区大手門３－１４－２３〒810-0074

川口　賢司092386

TEL 0942-47-0874

赤司建材 －4002有個

土１と１舗１水１
福岡県久留米市善導寺町飯田９４８〒839-0824

赤司　弥市092395

TEL 093-671-7560

（株）中村技建 10,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市八幡東区諏訪１－４－２７〒805-0006

中村　清治092402

TEL 093-622-7288

システムネット（株） 10,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市八幡西区東浜町１－１〒806-0002

赤峯　仁092406

TEL 092-622-9129

（有）ユニテック 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市東区二又瀬３－１５〒812-0066

古賀　繁生092411

TEL 092-926-4724

（有）林田組 3,000 －4011無法

左１
福岡県筑紫野市大字筑紫４４４－８〒818-0025

林田　達也092415

TEL 092-953-6130

内野工務店 －4011無個

建１
福岡県那珂川市片縄４－９５〒811-1201

内野　孝092417

TEL 092-325-3712

（有）サンエルグ 5,000 －4001有法

筋１
福岡県糸島市二丈松末１０６５－６〒819-1613

三股　一成092420

TEL 0942-32-2577

久間建設 －4002有個

建１
福岡県久留米市梅満町９０６－５〒830-0048

久間　幸生092421



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可
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TEL 092-937-4110

（株）トップコーポレーション 10,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡志免町片峰４－７－５〒811-2245

日笠　勝己092425

TEL 093-642-8400

第一設備工業（株） 40,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１管２タ１舗１し１内１水１
福岡県北九州市八幡西区筒井町９－１４〒806-0032

大野　幹也092432

TEL 093-871-9843

（株）金末建工 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市戸畑区沖台２－７－２５－９０〒804-0064

金光　孝秀092436

TEL 093-473-9806

（有）メイセイ電設 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区朽網西６－１０－２７〒800-0233

宇佐川　兼司092439

TEL 0948-42-8458

（株）ユーテック 10,000 －4010無法

建１管１
福岡県嘉麻市山野１３５－８９〒820-0202

内田　敏文092443

TEL 0944-53-7585

（有）本村組 32,000 －4003無法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県大牟田市大字草木１２７１〒837-0917

森　雄州092454

TEL 0944-76-2359

（株）平田住宅 10,000 －4003有法

建１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾１１７－３〒839-0253

平田　充孝092456

TEL 092-671-5318

よしてる電気 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区名島５－６８－３０〒813-0043

　野　　輝092461

TEL 092-632-5256

（株）イバックス 21,000 －4001無法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区堅粕１－１－６（６－８）〒812-0043

茨　聖香092462

TEL 0940-52-3739

（有）山脇電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県福津市須多田４０９〒811-3303

山脇　慎司092473

TEL 092-953-1633

（有）アトムシーリング 3,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市中原５－７５〒811-1213

甫守　文雄092474

TEL 093-382-6700

重光工業（株） 20,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上２－１８－８〒800-0024

重光　美由紀092485

TEL 093-436-2545

（有）宮川 5,000 －4005無法

建１大１左１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県京都郡苅田町神田町１－６－３－２０８〒800-0361

和田　政敏092486
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福岡県
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TEL 093-931-2891

日生建設（有） 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区妙見町５－３６〒802-0041

舩津　良助092489

TEL 0947-41-2026

永次建設 －4009無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡大任町大字今任原４０９２－２２〒824-0511

永原　龍次092491

TEL 0947-44-3560

（株）石橋組 34,500 －4009無法

土２建２と２石２筋２舗２
福岡県田川市大字伊田９９－４〒825-0002

水上　弘敏092493

TEL 0947-45-6100

（株）壽総合建設 20,000 －4009有法

土２建２
福岡県田川市大字川宮３６４〒826-0042

松本　里美092494

TEL 092-947-3878

（株）洪本建設 40,000 －4001無法

土２と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県糟屋郡篠栗町和田３－４－３４〒811-2414

洪本　昌男092503

TEL 0942-65-4372

（有）環境建設 4,000 －4002有法

土１管１
福岡県久留米市長門石４－３２２－２７〒830-0027

手嶋　芳光092508

TEL 092-501-4845

（株）エスケイ装研 10,000 －4001無法

大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区麦野５－２２－１６〒812-0882

白石　良博092514

TEL 092-952-5309

木原工業 －4011無個

左１と１
福岡県那珂川市上梶原７７５－３〒811-1223

木原　誠悟092517

TEL 093-921-5252

（有）建晃社 3,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘２－２２－２３〒802-0052

実松　信秀092526

TEL 093-981-7043

協進電工 －4008無個

電１
福岡県北九州市戸畑区中原西２－１２－７〒804-0011

土井田　政則092529

TEL 0930-23-7611

（株）林田電気工業 20,000 －4005無法

電２
福岡県行橋市大字今井３６８０－８〒824-0018

林田　竜一092535

TEL 0942-78-3352

黒岩建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市北野町高良９４９－２〒830-1114

黒岩　正拝092538

TEL 093-691-3939

栄和建設（株） 40,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町２－１－１６〒807-0852

金沢　貞子092542
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TEL 093-671-1656

昇栄（株） 38,000 －4008有法

土２建２大１左１と２石２屋１タ１鋼２舗２し２板１ガ１塗２防１内１絶１具１水２解２
福岡県北九州市八幡東区西本町２－１０－２０〒805-0061

焼谷　健治092543

TEL 093-481-4404

昭栄工業（有） 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市門司区新門司３－４６〒800-0115

信井　修092544

TEL 093-691-8776

（有）誠建工業 10,000 －4008無法

土１建１と１舗１し１塗１内１水１
福岡県北九州市八幡西区則松２－２－６〒807-0831

山本　信弘092545

TEL 092-595-4374

酒井建築工房 －4011有個

建１内１
福岡県大野城市つつじヶ丘１－２－５〒816-0962

酒井　武彦092552

TEL 092-923-1746

（有）ヘイワ技建 3,000 －4011無法

と１
福岡県太宰府市大字北谷１０１６－９〒818-0114

田中　博文092559

TEL 0930-32-3344

（有）北山建設 10,000 －4005無法

土１と１石１管１舗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田３８０－１〒824-0822

北山　寿一092563

TEL 09494-2-4357

（有）タゾエ美装 3,000 －4004無法

鋼１塗１
福岡県鞍手郡鞍手町猪倉石飛６０４－１〒807-1301

田添　稔092564

TEL 0949-28-4681

（有）石田組 10,000 －4004無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県直方市下境字古田坂３９７８－２〒822-0007

石田　哲也092565

TEL 0948-23-9170

（有）渡橋工業 5,000 －4010無法

と１舗１
福岡県飯塚市相田１８１－３８〒820-0052

森山　文孝092569

TEL 0947-49-1377

（有）稲友建設 5,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡川崎町大字池尻５－１〒827-0002

嶋村　賢児092571

TEL 0947-22-4495

堀江工業 －4009無個

と１
福岡県田川郡福智町伊方２８６０－１〒822-1211

堀江　義孝092572

TEL 0944-57-3020

（株）鍋倉建設 10,000 －4003無法

土１建１解１
福岡県大牟田市藤田町２５９〒836-0074

鍋倉　工092579

TEL 093-612-4551

（有）昭恵テック 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区上上津役２－１８－３３〒807-0072

渡壁　幸惠092587
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TEL 093-777-2199

嶋村工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区的場町１８－３〒807-0841

嶋村　裕次092588

TEL 092-947-7169

多々良電工 －4001無個

電１
福岡県糟屋郡篠栗町和田２－１２－３〒811-2414

市川　勝恭092595

TEL 0943-76-2945

中村建設 －4002無個

建１
福岡県うきは市吉井町新治１１５－３〒839-1306

中村　稔092597

TEL 092-672-7200

（有）ピイ・アイ・オー 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区若宮２－４１－２３〒813-0036

岡本　直亮092603

TEL 092-566-0152

（有）タカケン 7,500 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区柏原６－３１－８〒811-1353

高木　学092604

TEL 092-411-1503

（株）森山工作所 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区上牟田３－６－１９〒812-0006

森山　秀行092608

TEL 092-834-2357

（株）アセラ 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市西区大字田尻６３１－１〒819-0383

門司　英夫092609

TEL 0930-22-3612

左官岩井 －4005無個

左１
福岡県行橋市行事５－４－５４〒824-0001

岩井　義広092610

TEL 0947-62-2700

（有）今川木材 10,000 －4009有法

建１
福岡県田川郡赤村大字赤４７４７－５〒824-0431

佐野　光男092611

TEL 0940-32-8802

（有）小川組 3,000 －4008無法

土１と１石１
福岡県宗像市稲元４－１－８〒811-3406

小川　健092616

TEL 0947-73-2595

（有）広布電業社 3,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１７３９－２０〒827-0003

橋田　了092617

TEL 092-412-7522

（有）工工業 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－１３－２７－３１３〒812-0011

菊池　毅092619

TEL 092-874-8331

（有）尾﨑電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区東油山４－１１－３〒814-0155

深川　幸治092620
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TEL 092-586-0107

（有）九新熱工 3,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市博多区那珂５－９－７〒812-0893

平　祐二092621

TEL 092-611-2896

（有）後藤建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区松田３－９－５〒812-0064

後藤　雄二092624

TEL 0940-38-7533

（株）ヤマチカ 20,000 －4008無法

管１
福岡県宗像市池田３７２０－１〒811-3515

山近　政行092626

TEL 093-771-3199

（有）井上計量 5,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市若松区大字安瀬６３－６〒808-0022

井上　瑞樹092629

TEL 093-791-4459

（有）平和建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市若松区畠田１－１４－１５〒808-0104

土肥　秀雄092633

TEL 0943-42-1527

広緑園 －4007無個

園１
福岡県八女市黒木町本分２２００－１〒834-1213

堤　広満092639

TEL 0944-51-6120

三池産業機械（株） 50,000 －4003有法

土１電１管１鋼１機１水１
福岡県大牟田市新港町６－１５〒836-0061

佐藤　友則092641

TEL 0930-22-3338

芳川木工所 －4005無個

建１
福岡県行橋市大字二塚１０８－３〒824-0067

芳川　幸二092643

TEL 092-937-0218

（有）理光 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡志免町桜丘３－３５－２〒811-2201

石橋　寛治092653

TEL 0948-43-8199

（有）明豊舗道 10,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県飯塚市長尾２８０－４〒820-0701

小田　直行092657

TEL 0948-22-2500

西田工業（株） 30,000 －4010有法

土１解１
福岡県飯塚市鯰田３６７－１〒820-0001

西田　芳實092658

TEL 092-596-2025

弥生ホーム －4011無個

建１
福岡県春日市塚原台３－５７－２〒816-0841

池田　亮介092659

TEL 0940-43-3135

（有）一宮プラントサービス 3,200 －4008無法

機１
福岡県福津市花見ヶ丘１－６－２１－２－１０３〒811-3214

一宮　義秀092661
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TEL 093-941-5588

（有）研斗 3,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸１－１－８〒802-0061

松江　和幸092664

TEL 093-613-2468

（有）長谷川塗装工業 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西４－６－１７〒807-0074

長谷川　豪092665

TEL 093-962-8804

（有）杉寿設備 3,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区石田町１４－２９〒802-0838

杉山　久夫092667

TEL 093-471-9260

（株）エコハウス 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区長野本町２－１－２〒800-0241

村上　正092670

TEL 0979-22-5714

（株）田口組 3,000 －4005無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県築上郡吉富町大字小犬丸４２６－１〒871-0802

田口　広美092683

TEL 0948-65-3866

（有）村上電気 3,000 －4010無法

電１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師３９４１〒820-0607

村上　徹092684

TEL 0942-51-8500

（株）ハートリフォーム 20,000 －4002有法

建１大１塗１防１内１
福岡県久留米市上津町１９３６－６〒830-0052

松島　健夫092688

TEL 0942-51-6638

山本吉野園 －4002無個

園１
福岡県久留米市大善寺町夜明８０〒830-0074

山本　芳幸092689

TEL 0942-77-4876

（有）久保山建設 5,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋３２２７－３〒830-1225

久保山　栄二092692

TEL 093-245-3438

冨建設工業 －4008有個

土１管１
福岡県中間市大字垣生１１３２－１〒809-0001

冨永　昭男092699

TEL 093-522-8118

国土研創（株） 48,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区古船場町８－１７〒802-0082

亀崎　敏幸092701

TEL 092-927-2885

（有）フジノリ 5,000 －4011有法

土１と１解１
福岡県筑紫野市大字筑紫１０２３－１〒818-0025

村上　藤則092703

TEL 092-915-0790
ション
（有）エービーシー・アルファ・コーポレー 3,000 －4011有法

建１
福岡県大野城市錦町４－１－５５〒816-0935

下村　和仁092705
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TEL 093-246-3026

（有）水道工事センター 3,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県中間市長津１－１０－２〒809-0036

村上　國照092706

TEL 093-741-2017

（有）エス・アイ・エス 5,000 －4008無法

管１水１
福岡県北九州市若松区高須東１－２－１２〒808-0144

今田　知092708

TEL 093-541-1084

日本ジタン（株） 60,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市小倉北区京町４－１－２４〒802-0002

末永　康二092709

TEL 092-595-8085

（有）春田工業 3,000 －4011無法

建１内１
福岡県春日市松ヶ丘３－２４〒816-0843

春田　久幸092720

TEL 0946-42-0355

（株）山田電工 10,000 －4006無法

電１
福岡県朝倉郡筑前町中牟田３７８－５〒838-0226

山田　英俊092721

TEL 093-472-5479

立岩開発（有） 9,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区長野東町３－３１〒800-0247

立岩　薫092735

TEL 0943-24-2834

篠原建設 －4007無個

建１
福岡県八女市新庄１５８２－２〒834-0052

篠原　広治092736

TEL 093-475-8766

インテリア・タナカ －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉南区上吉田２－１－２０〒800-0201

田中　義則092739

TEL 093-651-3901

（有）横山工業 10,000 －4008無法

土１と１塗１解１
福岡県北九州市八幡東区槻田１－１５－２〒805-0031

横山　将隆092741

TEL 092-963-5306

宮副工務店 －4001有個

建１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口１０６４－１〒811-0102

宮副　誠次郎092743

TEL 092-934-0089

春美技建 －4001無個

具１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵２３３－６〒811-2113

中村　淳092747

TEL 092-957-6522

（有）グシマ技建 4,500 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２－１２－８〒811-2128

具嶋　敏文092750

TEL 092-515-7356

（有）壮成 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市南区柏原２－１６－１２〒811-1353

武田　利浩092751
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TEL 0940-39-7111

（株）吉田産業 40,000 －4008無法

土１
福岡県宗像市冨地原３９７－１〒811-4154

吉田　好克092752

TEL 092-954-1266

長野工務店 －4011無個

建１
福岡県那珂川市五郎丸１－１－７０１〒811-1252

長野　祥昭092754

TEL 0940-37-1038

石松鉄筋 －4008無個

筋１
福岡県宗像市野坂２９０３－２〒811-3423

石松　博行092755

TEL 0979-83-0348

（有）七ツ岩建設 3,000 －4005無法

土１舗１
福岡県豊前市大字挾間１２０７〒828-0073

垂永　知宜092757

TEL 093-434-6550

凡申産業（株） 38,000 －4005有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県京都郡苅田町大字新津１５５９－４〒800-0344

荒木　久美夫092758

TEL 092-595-1420

（有）メディカル技研 4,000 －4011有法

管１
福岡県大野城市緑ヶ丘３－６－９－１〒816-0961

八尋　善嗣092764

TEL 092-710-2626

（有）英友工業 3,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市南区老司５－４０－３３〒811-1346

中嶋　英之092765

TEL 092-567-1010

（株）テッグ 9,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区鶴田３－３－１〒811-1352

藤永　哲也092767

TEL 0942-22-4161

（株）中尾建材工業 32,000 －4002有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県久留米市藤山町長浦６７３〒830-0053

中尾　孝子092770

TEL 092-871-8540

（有）トラスト 3,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市城南区東油山１－９－３３〒814-0155

草野　聖二092776

TEL 092-552-6235

國竹電設 －4001無個

電１
福岡県福岡市南区桧原２－１９－２〒811-1355

國竹　正人092778

TEL 093-581-2332

（有）アニスト 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区田町１６－１２〒803-0817

山本　幸雄092780

TEL 092-323-6579

陽光Ａ，Ｅ，Ｏ， －4001有個

建１
福岡県糸島市潤１－１３－３２〒819-1105

横尾　静樹092782



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

610頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-87-3497

（株）奎成 10,000 －4003有法

内１具１
福岡県大川市大字一木１３７７－１〒831-0034

横田　和也092790

TEL 0940-36-2512

長谷川建設 －4008無個

建１
福岡県宗像市原町１４５－１〒811-3424

長谷川　暢彦092795

TEL 0942-72-0043

（有）重松産業 3,000 －4002無法

土１舗１水１
福岡県小郡市干潟７０７－２〒838-0112

重松　登喜男092799

TEL 0942-47-1709

（有）古賀建設 5,000 －4002無法

建１大１と１塗１内１
福岡県久留米市大橋町常持１０４９－１〒839-0833

古賀　靖司092800

TEL 0930-54-0046

門田建築 －4005無個

建１
福岡県築上郡築上町大字伝法寺９１９－２〒829-0122

門田　秀敏092809

TEL 092-407-0948

カミムラ内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区脇山１－２－６〒811-1111

上村　利徳092816

TEL 09437-6-5383

（株）権藤建設 10,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県うきは市吉井町清瀬２９５－２〒839-1312

権藤　浩092817

TEL 0944-73-5063

古賀組 －4003無個

と１
福岡県柳川市上宮永町９９０－６〒832-0058

古賀　克広092818

TEL 0944-57-6326

三上設備工業 －4003無個

管１
福岡県大牟田市新勝立町５－１８－６９〒836-0895

三上　隆二092819

TEL 093-953-8522

愛幸建設（株） 20,000 －4008無法

と１塗１防１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町２－１８－２３〒802-0979

深町　和弘092821

TEL 093-617-2002

竹本産業（有） 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西３－１１－３４〒807-1145

竹本　力092823

TEL 093-751-8223

（有）笠井重機 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区西畑町２－８〒808-0043

笠井　昭彦092824

TEL 093-562-5110

（有）新興防水 3,000 －4008無法

左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県北九州市小倉北区高尾２－１０－３〒803-0853

新田　浩明092826



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

611頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-533-7713

（有）インテリアニース 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区下富野１－１０－２〒802-0023

宮野　政宏092828

TEL 092-739-1169

（株）エヌピーシー福岡 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区長浜３－１－１５〒810-0072

白石　博久092831

TEL 092-327-5821

エヌケイ住宅（株） 15,000 －4001有法

建１屋１タ１内１
福岡県糸島市志摩馬場８３３－１〒819-1305

荒木　成和092833

TEL 0949-24-1094

（有）渕脇建設 10,000 －4004無法

土１建１と１石１管１舗１し１水１
福岡県直方市大字中泉１２２２－７〒822-0011

渕脇　琢雄092834

TEL 093-961-5132

Ｏ．Ｍ．Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区上石田４－１０－８〒802-0833

大石　誠092835

TEL 093-631-3411

（有）大羽建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区南八千代町９－２９〒806-0024

大羽　伸一092838

TEL 0943-22-6611

（有）牛嶋住興 3,000 －4007無法

土１建１と１管１舗１塗１水１
福岡県八女市立花町山崎１０６７－１〒834-0081

牛嶋　寿人092841

TEL 0943-42-2336

（株）八田工務店 22,500 －4007無法

建１
福岡県八女市黒木町本分４６６－２〒834-1213

八田　正巳092842

TEL 092-926-7167

亜細亜建設工業（株） 20,000 －4011無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県筑紫野市大字山家２０４５－８〒818-0003

田中　丈夫092846

TEL 092-591-1611

（有）一関組 3,000 －4011無法

土１と１舗１
福岡県春日市一の谷１－１１０〒816-0852

一関　俊幸092848

TEL 092-571-6882

サンウエルス（株） 12,500 －4001無法

電１管１内１絶１
福岡県福岡市博多区竹丘町２－５－１〒812-0878

古賀　久典092857

TEL 092-575-2340

（株）ケイエム企画 10,000 －4011有法

と１舗１
福岡県春日市下白水南６－８５〒816-0846

三苫　和人092867

TEL 092-952-3455

（有）原島工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市松木４－７－１３〒811-1251

原島　静夫092868



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

612頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-603-8132

（有）柿原ホーム商事 5,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区力丸町２０－２３〒807-0802

柿原　正清092873

TEL 0947-46-0600

（有）藤本建設 5,000 －4009無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県田川市大字川宮１６５６－６　ＯＡビル〒826-0042

藤本　千明092875

TEL 0947-42-6540

（有）天栄 3,000 －4009無法

内１
福岡県田川市大字夏吉１９４－１７〒825-0004

白石　天英092876

TEL 0942-43-2014

（株）久留米道路施設 5,000 －4002有法

と１舗１塗１
福岡県久留米市野中町１２１番地２〒839-0862

浅田　実弦092882

TEL 0942-21-4517

（有）栄進電業 8,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市国分町９９５－１〒839-0863

原　功一092884

TEL 093-436-6135

増光工業（有） 3,000 －4005無法

電１
福岡県京都郡苅田町神田町３－１８－３〒800-0361

古塘　増男092888

TEL 0947-46-0300

（株）足立綜建 10,000 －4009有法

土１建１
福岡県田川市千代町１２－２３〒826-0031

足立　剛092893

TEL 0930-22-1511

岡野クラフト（株） 10,000 －4005有法

機１
福岡県行橋市西泉４－４－１〒824-0038

清末　弘利092894

TEL 092-865-3154

（有）松﨑新装工業 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区樋井川７－１－１－５０１〒814-0153

松﨑　清重092900

TEL 092-681-8760

（株）ムナカタ電工 5,000 －4001無法

と１電１消１
福岡県福岡市東区下原４－７－６８〒813-0002

深田　征二092917

TEL 092-403-0285

（株）タルミ 3,000 －4011有法

内１
福岡県那珂川市道善２－２９－１〒811-1254

樽見　俊彦092919

TEL 093-883-6341

（株）栄登美建 3,000 －4008無法

土１建１大１と１屋１タ１舗１内１水１解１
福岡県北九州市八幡西区西曲里町２－１－７階〒806-0036

岸本　泰昇092922

TEL 092-552-8169

　康建設（株） 40,000 －4001無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２園２水２解２
福岡県福岡市南区野間１－１－１９〒815-0041

　　康城092923



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

613頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-662-2665

（有）エムコーポレーション 8,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区香椎駅前２－１４－５〒813-0013

松尾　兼義092928

TEL 092-937-0836

（有）菅谷鉄筋 10,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市博多区大字立花寺１－５２〒812-0862

菅谷　文彦092929

TEL 093-436-5578

（株）山崎工業 10,000 －4005有法

機１
福岡県京都郡苅田町鳥越町１－３２〒800-0304

野中　竜治092934

TEL 0930-32-4887

（株）コウダイ建設 10,000 －4005有法

土１建１と１管１舗１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山箕田４８８－１〒824-0811

大坪　利美092935

TEL 093-651-6129

（有）石黒産業 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡東区宮の町１－４－１０〒805-0023

石黒　隆二092940

TEL 093-883-2255

（株）鈴木建設 10,000 －4008有法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県北九州市戸畑区新池３－８－２〒804-0082

鈴木　喜己子092941

TEL 092-611-7483

（有）花田建築板金工業 5,000 －4001無法

屋１タ１板１内１
福岡県福岡市東区松島４－９－３９〒813-0062

花田　敏弘092949

TEL 0948-25-7348

富士建興 －4010無個

土１
福岡県飯塚市柏の森６２２－７〒820-0011

野口　誓子092951

TEL 0947-42-2040

（有）三十三 3,000 －4009有法

土１と１管１解１
福岡県田川市大字伊田４４１５－１〒825-0002

菅野　日出夫092954

TEL 0947-22-0762

（有）松尾工業 5,000 －4009無法

土１と１
福岡県田川郡福智町金田６５１－１〒822-1201

松尾　直樹092956

TEL 0930-52-0427

（有）渡辺造園土木 3,000 －4005有法

土１と１石１舗１し１園１水１
福岡県築上郡築上町大字船迫３２０〒829-0106

渡邊　信夫092958

TEL 092-925-6067

（有）コジマ建設 3,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市阿志岐２４８９－５７〒818-0011

小嶋　直浩092961

TEL 092-846-3000

健康住宅（株） 20,000 －4001有法

建２大２
福岡県福岡市城南区別府５－２５－２１〒814-0104

畑中　直092965



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-24-8696

多賀谷推進（有） 5,000 －4010無法

土１管１水１
福岡県飯塚市伊川４２３－８〒820-0054

多賀谷　謙二092966

TEL 093-618-3905

サカグチ建装 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘６－４－１５〒807-1264

坂口　純治092969

TEL 092-596-4542

（有）三和産業 3,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市旭ヶ丘１－３－６〒816-0953

竹下　和彦092978

TEL 0944-58-3606

（有）平原建設 5,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県大牟田市大字四ケ２２６７－２〒837-0901

平原　智惠子092982

TEL 0944-55-6899

（有）作本園 8,000 －4003無法

土１園１
福岡県大牟田市山下町４９－１〒836-0053

作本　雄一092983

TEL 093-293-7448

（有）ビジテック 3,000 －4008無法

電１管１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎９１２－２〒811-4342

尾下　篤史092988

TEL 093-617-2578

垂門設備工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市八幡西区楠橋下方３－１３－２２〒807-1146

垂門　秀男092991

TEL 093-472-7172

竹村土木（有） 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区沼南町２－１２－３〒800-0205

竹村　一雄092992

TEL 093-473-8887

（株）松末 10,000 －4008有法

園１
福岡県北九州市小倉南区朽網東５－２１－１５〒800-0232

松末　義実092997

TEL 0948-24-9769

天界建設（有） 5,000 －4010有法

土１
福岡県飯塚市相田１６４－１〒820-0052

渕上　直子093001

TEL 092-851-7090

（株）コモド福岡 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区別府３－７－４〒814-0104

畑中　哲也093003

TEL 092-806-6614

（有）ナカゾノ建設 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市西区今宿東３－４３－３〒819-0161

中園　昌孝093005

TEL 0943-45-0656

（有）小川組 5,000 －4007無法

土１と１舗１水１
福岡県八女市黒木町北大淵５９１３〒834-1201

小川　隆093007



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-62-1919

（有）ミネ圧送 3,000 －4008無法

と１
福岡県宗像市田島１４８３〒811-3505

嶺　保成093013

TEL 092-562-1150

（有）正大建設 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区野多目４－２７－４５〒811-1347

大川　修093014

TEL 0930-42-1142

中山石材工場 －4005無個

石１
福岡県京都郡みやこ町犀川生立２１－２〒824-0215

中山　　森093018

TEL 0979-83-3501

恒遠電気設備 －4005無個

電１
福岡県豊前市大字千束２１９－３〒828-0053

小林　強志093019

TEL 092-593-3113

（有）牟田金物店 3,500 －4001有法

建１と１鋼１板１具１
福岡県福岡市南区弥永５－１８－１９〒811-1323

牟田　陽一093022

TEL 092-595-7915

（有）橋口建設 5,000 －4011無法

土１建１大１と１石１舗１し１水１
福岡県春日市塚原台１－７１－１〒816-0841

橋口　親一093023

TEL 092-581-8277

（有）シバタ重機 5,000 －4011有法

と１
福岡県春日市昇町４－９６〒816-0851

池田　直樹093024

TEL 0940-52-3295

（有）柴田工業 4,000 －4008無法

土１と１水１解１
福岡県福津市津屋崎５－４６－１５〒811-3304

柴田　昌巳093025

TEL 092-692-4990

（有）夢創 8,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市東区多々良２－３－１４〒813-0033

手嶋　多加子093028

TEL 093-244-1106

ヒヤムタ興産（株） 40,000 －4008有法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県中間市鍋山町１－１〒809-0022

小林　祐馬093032

TEL 093-931-3123

（株）東洋美装エスジー 10,000 －4008有法

土１と１電１管１舗１塗１水１消１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園２－２１－１８〒802-0814

野田　耕司093034

TEL 093-618-8665

ヨネ技建 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方２－１１－２４〒807-1141

米　茂徳093037

TEL 093-562-2330

大和電気工事（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区許斐町１〒803-0803

土山　厚093040
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TEL 092-952-1266

（株）ユウ企画 10,000 －4011無法

鋼１
福岡県那珂川市今光６－７９〒811-1211

春日　実093052

TEL 092-322-2388

（有）三﨑バーナー商会 3,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県糸島市前原駅南３－１２－１〒819-1138

三﨑　浩章093055

TEL 0948-57-1325

おおつかガーデンサービス －4010無個

と１園１
福岡県嘉麻市上４９０－３〒820-0311

大塚　誠093060

TEL 0948-82-0139

荻原（亨）建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市綱分２５１－２〒820-0101

荻原　亨093061

TEL 0944-87-5309

（有）龍建具製作所 3,000 －4003無法

具１
福岡県大川市大字新田４３７〒831-0043

龍　元樹093068

TEL 092-571-6355

（有）アサヒエステート 3,000 －4011有法

土１建１
福岡県春日市小倉１－５〒816-0824

平川　武生093076

TEL 0942-53-7144

小嶋鉄工 －4007無個

鋼１
福岡県筑後市大字蔵数９５３－２〒833-0051

小嶋　豊久093079

TEL 0943-54-2411

（有）上陽建設 10,000 －4007無法

土１と１舗１水１解１
福岡県八女市上陽町上横山３２１－１〒834-1101

井上　利通093080

TEL 0942-26-4025

（株）内建 20,000 －4002無法

土２と２舗２園１水２解２
福岡県久留米市大善寺南２－２－１５〒830-0070

内野　博文093081

TEL 093-791-0869

（有）寿シャッター製作所 3,000 －4008有法

具１
福岡県北九州市若松区赤岩町４－３４〒808-0075

木山　友弥子093085

TEL 093-613-3028

（有）協立電設 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区大平２－８－２５〒807-0083

中村　強093087

TEL 092-953-2016

（有）後藤技研 23,000 －4011有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県那珂川市大字安徳６１－１１〒811-1224

後藤　優次093089

TEL 0942-35-5515

久留米市管工事（同） 45,000 －4002有法

管１水１
福岡県久留米市合川町北屋敷１８９８－７〒839-0861

中野　一彦093094
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TEL 0942-77-2102

久保建設（有） 3,000 －4002無法

土１建１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１４７２－２〒830-1221

久保　正義093095

TEL 0944-22-3758

インテリア内藤 －4003無個

建１内１
福岡県みやま市高田町江浦１３４１－３〒839-0213

内藤　徹093096

TEL 092-963-4702

（株）ティスプランニング 10,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１６４８〒811-0101

大原　博文093099

TEL 092-873-5885

（有）大和エンジニアリング 3,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市早良区飯倉７－３２－１７－２０９〒814-0161

大川内　悟093100

TEL 092-554-6611

（有）瑞穂空調 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市南区大橋３－１５－９〒815-0033

長瀬　浩治093106

TEL 0948-21-1100

（有）唯建設 20,000 －4010有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県飯塚市津島２８１番地２３〒820-0064

松本　聖子093115

TEL 0944-87-4465

成生建設（株） 40,000 －4003無法

土２建１と２管２舗２し２水２解２
福岡県大川市大字下林４００－１〒831-0002

鍋嶋　正人093116

TEL 093-752-5231

和厚産工（有） 7,000 －4008無法

土１建１と１鋼１舗１水１
福岡県北九州市若松区北湊町２－３１〒808-0027

大地　清吾093119

TEL 093-371-5316

（有）クマケン 3,000 －4008有法

土１建１解１
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上１丁目７番６号〒800-0024

熊本　重晴093124

TEL 093-981-0054

（有）洞南電業社 3,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市八幡西区陣原５－２－１－１０２〒807-0821

玉野　千鶴093127

TEL 0944-63-7332

德永産業（株） 25,000 －4003有法

建１屋１内１
福岡県みやま市瀬高町長田２２７２－１〒835-0007

德永　安秀093130

TEL 0947-82-4246

武貞組 －4009無個

土１建２と１
福岡県田川郡添田町大字庄１４８６〒824-0601

武貞　道則093134

TEL 092-518-5449

イーグルテックアルファ －4001無個

土１と１
福岡県福岡市博多区寿町２－３－４－４０１〒812-0884

永野　元弘093137
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TEL 092-581-2951

（有）アイリックス 3,000 －4011無法

塗１防１
福岡県春日市下白水南５－１４３〒816-0846

市宮　重徳093138

TEL 0940-34-1414

（有）創研 3,000 －4008有法

左１塗１防１
福岡県宗像市徳重２－２－１７〒811-4164

国武　裕二093140

TEL 092-751-3674

桑本電気商会 －4001無個

電１
福岡県福岡市中央区桜坂１－５－２〒810-0024

桑本　太一郎093142

TEL 093-761-2744

（株）ハシモト 10,000 －4008有法

建１大１と１屋１タ１板１内１消１
福岡県北九州市若松区大井戸町１４－３９〒808-0033

橋本　浩三093146

TEL 093-964-2461

（有）藤産業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区石田町１３－１７〒802-0838

伊藤　勝之093154

TEL 093-611-0978

（株）北部屋根総業 10,000 －4008無法

屋１
福岡県北九州市八幡西区大平３－６－１７〒807-0083

兼竹　剛史093155

TEL 093-681-2247

妹塚建設 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡東区帆柱５－３－５〒805-0056

妹塚　剛093160

TEL 092-322-7193

リビング神武 －4001無個

建１内１
福岡県糸島市三雲５３０〒819-1583

神武　敏和093162

TEL 0946-23-2855

大場建装 －4006無個

建１内１
福岡県朝倉市甘木１３９３－８〒838-0068

大場　雅彦093163

TEL 092-925-0920

（有）ナカジマデンキ 3,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市梅香苑１－１５－５〒818-0124

中嶋　久雄093166

TEL 093-681-6669

北村工業（有） 3,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市八幡東区前田１－８－１９〒805-0069

北村　和也093174

TEL 092-741-7790

（株）ヒラオカ 10,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区福浜１－１１－１３〒810-0066

平岡　久朗093176

TEL 092-566-9555

（有）稲井建工 3,000 －4001無法

屋１タ１板１防１
福岡県福岡市南区柏原１－３１－１７〒811-1353

稲井　博仁093178
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TEL 0944-63-2554

大松建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町本郷７３０〒835-0021

松本　俊治093184

TEL 0944-51-8717

古賀建設 －4003無個

建１大１
福岡県大牟田市平原町１１５－４〒836-0813

古賀　久司093186

TEL 093-471-6105

（有）秀建 7,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市小倉南区上曽根新町１２－３６〒800-0215

太田　秀一093187

TEL 093-452-2596

吉村板金工業 －4008無個

屋１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺８４５〒803-0186

吉村　弘文093189

TEL 0947-44-7868

（有）仁志興業 4,000 －4009無法

土１
福岡県田川市大字伊加利２１８８－１〒825-0001

谷口　小百合093195

TEL 0948-22-0937

（株）平山設備 30,050 －4010無法

土１と１管２舗１水１消１解１
福岡県飯塚市潤野１１１５－４〒820-0021

平山　徳彦093196

TEL 0943-22-3087

（有）岩部 5,000 －4007無法

土１建１
福岡県八女市今福１１５２－２〒834-0061

岩部　茂隆093200

TEL 092-475-6598

ＪＲ九州商事（株） 30,000 －4001有法

土１大１と１石１屋１電１タ１鋼１舗１板１ガ１塗１内１絶１通１具１水１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－１〒812-0011

関　信介093202

TEL 092-948-0161

ゼロップ（株） 40,000 －4001有法

建１屋１管１タ１板１ガ１内１具１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬１０５３－２３〒811-2412

大村　卓矢093203

TEL 0930-52-1360

吉元組 －4005無個

土１
福岡県築上郡築上町大字安武１０４３－１〒829-0111

吉元　一公093210

TEL 0949-24-5635

（有）大和工務店 5,000 －4004無法

建１
福岡県直方市大字上新入１４４９－７〒822-0033

有田　勝也093212

TEL 093-591-7731

新星電機（株） 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区西港町１２４－１５〒803-0801

廣川　陽一093214

TEL 0946-62-1257

ユタカホーム（有） 3,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市杷木池田１０〒838-1511

日野　豊和093223
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TEL 0979-82-2811

宇島技研（有） 5,000 －4005無法

鋼１機１
福岡県行橋市大字宇島５２２－２０〒828-0022

篠原　博文093232

TEL 0947-44-0768

（株）浦野建設 30,000 －4009無法

土２建１と２管１舗２園１解２
福岡県田川市大字伊田４４２７〒825-0002

浦野　義弘093233

TEL 0948-82-0210

南設備企画 －4010無個

管１水１消１
福岡県飯塚市有井３５３－１８〒820-0112

南　昌宏093235

TEL 092-928-1515

キソキカイ（株） 14,000 －4011有法

土１
福岡県大野城市旭ヶ丘１－１－１〒816-0953

田畑　恵光093239

TEL 092-771-0650

（株）アール・イー・ハウジング 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市中央区警固２－２－２３－４０１〒810-0023

郡山　潤子093259

TEL 092-482-5650

（株）創建サービス 20,500 －4001有法

電１管１消１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１８－２５〒812-0013

大黒　章三093260

TEL 0949-52-1935

花田林業 －4004有個

建１
福岡県宮若市山口２５５８〒822-0153

花田　照美093261

TEL 092-915-8900

（株）エスティ住建 6,000 －4001無法

建１屋１管１塗１内１
福岡県福岡市博多区諸岡１－４－３２〒816-0094

鈴木　茂093262

TEL 092-322-2471

榎田工務店 －4001無個

建１
福岡県糸島市伊都の杜２－１１－５〒819-1130

榎田　好洋093266

TEL 093-451-1325

山口建設（有） 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉南区大字道原３５３〒803-0266

山口　弘093269

TEL 093-611-6511

ネクストホームセキ －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区上上津役４－１４－１５〒806-0072

関　博美093271

TEL 093-451-2887

松田建工 －4008無個

土１と１石１舗１塗１水１
福岡県北九州市小倉南区長行西４－３－５〒803-0272

松田　政昭093273

TEL 092-671-3510

（株）ワークス 10,000 －4001無法

建１大１左１電１塗１内１
福岡県福岡市東区香椎４－６－４１〒813-0011

秦　博文093280
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TEL 092-863-0654

（有）ワンエイト 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区干隈４－１４－２１〒814-0163

阪元　俊二093282

TEL 092-806-5682

（有）アヤ企画 3,000 －4001無法

鋼１塗１
福岡県福岡市西区泉３－１４－２４〒819-0381

渡辺　利徳093285

TEL 0944-53-0991

（有）和島電業 3,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市平原町６－４〒836-0813

平島　伸拓093289

TEL 0944-67-0719

立野建設 －4003無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県みやま市山川町河原内３２１〒835-0104

立野　一寿093291

TEL 092-865-7279

（有）カズト工業 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市城南区大字梅林４９８〒814-0144

牧之瀬　一人093296

TEL 093-881-3764

クリーンアンドグリーン －4008無個

土１園１解１
福岡県北九州市戸畑区夜宮２－６－４〒804-0042

月脚　賢一093298

TEL 093-643-4304

黒崎新菱（有） 3,000 －4008無法

電１管１鋼１機１消１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石１－２〒806-0004

中原　裕貴093301

TEL 0947-72-3424

（有）新栄建設 3,000 －4009無法

土１建１大１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１〒827-0003

中村　節子093305

TEL 093-434-6099

竹下ボーリング －4005無個

井１
福岡県京都郡苅田町大字新津１５４６－２〒800-0344

竹下　昇093309

TEL 0930-25-9400

（有）中野技建 3,000 －4005有法

土１建１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県行橋市大字高瀬７５－４〒824-0027

中野　祐介093310

TEL 092-925-5122

（株）九州高野 10,000 －4011無法

筋１
福岡県筑紫野市大字永岡１３０１－１〒818-0066

樋口　修平093313

TEL 092-920-5566

平川工業（有） 3,000 －4011無法

土１と１舗１
福岡県太宰府市通古賀３－２０－２２〒818-0104

平川　英春093314

TEL 092-402-7775

（株）ライズ 10,000 －4001有法

左１屋１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市博多区板付６－１３－４０〒812-0888

牛尾　弘幸093315
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TEL 093-473-9211

（有）立花設備工業 3,000 －4008無法

管１水１
福岡県北九州市小倉南区上曽根新町８－１１〒800-0215

立花　聖一093317

TEL 093-873-8880

（株）アイツー・ネット 15,000 －4008無法

通１消１
福岡県北九州市戸畑区新池３－４－１１〒804-0082

下田　康行093318

TEL 092-932-1942

（有）椎葉工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南３－４－４１〒811-2101

椎葉　賢吾093322

TEL 092-944-2977

堺興産 －4001無個

土１と１解１
福岡県古賀市小竹１１３－１０〒811-3135

堺　新太郎093323

TEL 0948-65-0312

（株）光製作所 20,000 －4010有法

機１
福岡県嘉穂郡桂川町土師３４６１－１〒820-0607

許斐　彰二093337

TEL 0948-52-1798

（株）日本伝統建築サンジョウ 30,000 －4010有法

土１建２大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１園１具１水１解１
福岡県嘉麻市上山田１６８３－１９１〒821-0012

岩岡　宏美093338

TEL 0948-23-8646

（有）三和設備工業 3,000 －4010無法

土１管１水１消１
福岡県飯塚市鯰田１７０１－４〒820-0001

荒川　雅光093340

TEL 0979-82-4279

井上塗装 －4005無個

塗１防１
福岡県豊前市今市６５８－１２〒828-0062

井上　一水093343

TEL 0944-88-0058

武下住建 －4003無個

建１
福岡県大川市大字大野島２９１０－１〒831-0045

武下　清志093346

TEL 0944-58-7324

（有）平川塗装工業 3,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大字宮崎３０５２－１〒837-0903

平川　裕一郎093347

TEL 0947-26-2524

建和鉄筋工業 －4009無個

筋１
福岡県田川郡糸田町西部１３８２〒822-1322

鷲野　秀信093359

TEL 092-441-4677

（株）ディーゼル機電 10,000 －4001無法

電１管１機１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－９－５〒812-0011

村鳥　由美子093368

TEL 092-541-2260

（有）トータル福岡南 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市南区玉川町１３－２１〒815-0037

吉住　知行093370
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TEL 0943-42-1892

酒井建設 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町今１２８４〒834-1221

酒井　秀文093377

TEL 092-587-8555

ヤナセ通信建設（有） 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市南区警弥郷１－２０－１〒811-1324

中村　拓実093380

TEL 092-806-8448

（有）トーシンロード 10,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市西区大字田尻２５７７－６〒819-0383

畑江　信司093382

TEL 092-841-2266

杉村ガラス店 －4001無個

ガ１
福岡県福岡市城南区荒江１－３２－３〒814-0101

杉村　諭司093386

TEL 092-883-9355

大東金属（株） 50,000 －4001有法

と１塗１
福岡県福岡市西区福重５－１６〒819-0022

古賀　顕一093387

TEL 0944-56-2746

（有）古賀電設 3,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字岬１８３９－１〒836-0002

古賀　賢093389

TEL 0940-42-2522

松島工務店 －4008無個

建１大１
福岡県福津市福間南３－２５－３８〒811-3212

松島　好光093393

TEL 0948-65-1061

（有）島本建設 5,000 －4010無法

土１園１
福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈１３－２１〒820-0609

島本　健一093396

TEL 0930-42-0333

（有）新井組 20,000 －4005無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県京都郡みやこ町犀川本庄７８５－１〒824-0231

新井　明093398

TEL 093-741-5520

（有）松本住宅設備 3,000 －4008有法

建１電１管１
福岡県北九州市若松区高須西１－１６－１〒808-0146

松本　龍彦093399

TEL 092-553-3330

（株）エスケイジ 10,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１電１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県福岡市南区三宅１－１－６－２０１〒811-1344

御船　隆幸093401

TEL 093-964-2369

（有）正電 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区蒲生３－５－４３〒802-0978

髙山　昇093406

TEL 093-616-0995

（有）大翔建設工業 3,000 －4008有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１内１水１
福岡県北九州市八幡西区香月西２－１４－２８〒807-1103

田中　大登093413
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TEL 092-761-2020

日本電話工業（株） 50,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市中央区大手門２－３－１１号ＨＴＣリベルテ大手門ビル４階〒810-0074

小笹　嘉治093417

TEL 092-932-1126

ナサ工業（株） 15,000 －4001有法

建１大１屋１電１タ１鋼１板１内１機１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷１３２３－１〒811-2115

長澤　貢多093418

TEL 092-551-7770

（株）イノウエ内装材 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区長丘３－２３－２３〒815-0075

井上　功一093419

TEL 092-843-7637

（有）大英工研 5,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市早良区原６－１１－６－４０５〒814-0022

久保　摂093422

TEL 093-592-3776

髙本デザイン事務所 －4008無個

建１内１
福岡県北九州市小倉北区下到津５－８－２４－５０６〒803-0846

髙本　勝美093427

TEL 093-617-9923

中野工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区星ケ丘６－３－２〒807-1264

中野　修093428

TEL 0940-32-5310

（株）ピアリビング 15,000 －4008有法

内１
福岡県宗像市三郎丸５－７－１５〒811-4143

室水　房子093431

TEL 092-924-3451

（株）筑紫機材 15,000 －4011有法

電１管１
福岡県太宰府市都府楼南２－２０－２３〒818-0105

用松　信彦093433

TEL 092-603-1748

（有）宮本産業建設 5,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区大字志賀島１２７４〒811-0323

宮本　益成093435

TEL 092-944-6858

竹田工業 －4001無個

筋１
福岡県古賀市小竹１２２－５〒811-3135

竹田　末博093437

TEL 092-474-1315

誠機工 －4001有個

と１塗１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２１－３７〒812-0016

荒木　敏道093438

TEL 092-831-2722

（有）丸田工務店 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市城南区飯倉１－９－８〒814-0134

丸田　末治093440

TEL 092-691-0360

本田工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市東区土井１－１２－１０〒813-0032

本田　進吉093441
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TEL 0949-23-1805

高田重建 －4004無個

土１と１管１鋼１舗１水１
福岡県直方市大字下境１７２０〒822-0007

髙田　武藏093443

TEL 0930-22-0244

協和林業（有） 3,000 －4005有法

建１
福岡県京都郡苅田町大字与原１２９－１〒800-0323

高橋　直文093448

TEL 092-589-2421

（有）ウチダ建装 5,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１塗１内１水１
福岡県大野城市下大利４－１５－１２〒816-0952

内田　栄二093450

TEL 092-804-7859

岩武工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市早良区内野７－５－１７〒811-1123

岩武　和也093454

TEL 092-292-3098

（株）コルソ 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区松島５－１８－１６〒813-0062

中野　龍之093455

TEL 092-874-4531

九州陶石（株） 10,000 －4001無法

石１タ１
福岡県福岡市早良区田村４－９－７〒814-0175

増田　次郎093456

TEL 092-932-7561

（有）音成土建工業 5,000 －4001無法

土１水１
福岡県糟屋郡宇美町桜原３－２９－１２〒811-2109

音成　美華093457

TEL 092-691-7266

（有）メリット 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区土井２－１５７－１５９〒813-0032

末吉　智寛093459

TEL 092-643-7887

（有）マツモトコーポレーション 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区馬出２－１７－７〒812-0054

吉郷　美奈093463

TEL 0944-89-2318

さくら建設（有） 3,000 －4003無法

建１と１タ１鋼１
福岡県大川市大字中木室６６１－４〒831-0014

水落　征治093468

TEL 0944-53-2739

松田住建 －4003無個

建１大１
福岡県大牟田市明治町２－１７－８〒836-0012

松田　靖生093470

TEL 093-751-6717

（株）響灘潜水 12,000 －4008有法

土１と１管１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区大字小竹１５４９〒808-0008

上野　一弘093471

TEL 093-964-5115

（有）ニチドウ電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区横代東町３－７－２７〒802-0822

田中　龍雄093476
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TEL 093-613-3624

アイカホーム －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区沖田５－２２－８〒806-0077

石田　博幸093477

TEL 093-882-2468

（有）北九州清香園 3,000 －4008有法

園１
福岡県北九州市戸畑区小芝二丁目８－８〒804-0092

坊野　裕一093493

TEL 092-207-2985

（有）富滋工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区室見が丘３－２２－２６〒819-0030

吉田　富雄093497

TEL 092-434-7150

（株）大石企画 30,000 －4001有法

土１建２と２
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２５－７〒812-0016

大石　堅治093499

TEL 092-864-3670

（有）タシマ技建 3,000 －4001無法

土１建１大１石１内１
福岡県福岡市城南区東油山３－２１－３０〒814-0155

田島　博喜093500

TEL 0943-23-0213

（株）中嶋工務店 40,000 －4007無法

建１
福岡県八女市井延５－１１〒834-0026

中嶋　悟093503

TEL 0940-33-6236

月足工務店 －4008無個

建１
福岡県宗像市葉山２－１１－８〒811-4171

月足　景二093509

TEL 093-882-6011

北九州オートドア（株） 10,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市戸畑区初音町１３－３０〒804-0066

加藤　哲秀093513

TEL 093-244-5504

悠喜産業 －4008無個

建１屋１
福岡県中間市浄花町８－６〒809-0038

竪山　美隆093515

TEL 092-324-8869

岩隈電工 －4001無個

電１
福岡県糸島市香力１００－２〒819-1147

岩隈　学093522

TEL 092-596-1771

竹内工務店 －4011無個

建１
福岡県春日市塚原台１－６９〒816-0841

竹内　彰093523

TEL 0943-33-1205

（有）中村塗装工業 4,000 －4007無法

塗１
福岡県八女郡広川町大字久泉７１９－２〒834-0112

中村　照喜093529

TEL 092-710-0138

（有）青木金属工業 3,000 －4011無法

板１内１
福岡県春日市春日原南町３－５－２０１〒816-0803

青木　大助093531



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

627頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-921-6187

（有）トータルエース 3,000 －4011有法

と１
福岡県筑紫野市塔原東４－４－１〒818-0059

出雲　博093532

TEL 092-437-1501

（株）ダイイチエンジニアリング 10,000 －4001無法

電１機１
福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目１０番２５号〒812-0016

囿田　大輔093534

TEL 092-738-5500

東福互光（株） 20,000 －4001有法

建２電１鋼２塗２防２内２具２消１
福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５〒810-0072

浅田　晃洋093536

TEL 0943-75-5170

（有）総合緑化コガキュー 10,000 －4002有法

土１と１園１
福岡県うきは市吉井町３３５－１〒839-1321

古賀　隆博093540

TEL 093-602-4484

（株）立花産業 10,000 －4008有法

と１筋１解１
福岡県北九州市八幡西区洞北町３－１５〒807-0811

立花　大093547

TEL 0943-77-8228

（有）大京電工 3,000 －4002無法

電１
福岡県うきは市浮羽町山北７８３－９３〒839-1408

宮崎　京治093550

TEL 0943-52-3610

友建設 －4007無個

建１
福岡県八女市星野村６３０６〒834-0201

今村　英機093551

TEL 0948-22-9597

仲工務店 －4010有個

建１
福岡県飯塚市相田１１７－１８〒820-0052

仲　哲司093555

TEL 093-691-2731

（株）東洋電機工業所 50,000 －4008有法

機２
福岡県北九州市八幡西区則松１－７－１０〒807-0831

荒岡　利文093559

TEL 0947-72-5306

中野工務店（株） 40,000 －4009有法

土１建１大１と１舗１し１塗１防１内１園１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１７５８－９〒827-0003

中野　秀一093562

TEL 092-948-3196

エス・ティ工建 －4001無個

塗１
福岡県糟屋郡篠栗町中央５－２５－５〒811-2417

佐々木　滋093565

TEL 0944-62-5956

佐戸工務店 －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町海津１７４３－３〒835-0136

佐戸　延彦093567

TEL 0949-42-4445

（株）セイコー・トータル・ホーム 4,000 －4004無法

建１
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門１８１７－６〒807-1306

吉原　正幸093579



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

628頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-57-3259

渡辺建築 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市大力３４４〒820-0333

渡邉　秀美093584

TEL 0943-23-2935

（有）山口製作所 8,000 －4007無法

建１鋼１
福岡県八女市龍ヶ原６４－１〒834-0067

山口　光夫093585

TEL 0942-51-9351

（有）マスダ工務店 20,000 －4002無法

土１建２大２と２屋２管１タ２鋼２筋２舗１板２塗２防２内２解２
福岡県久留米市安武町安武本２２５７－１〒830-0072

増田　照幸093586

TEL 092-928-4626

（株）末永ハウジング 10,000 －4011無法

建１
福岡県太宰府市高雄６－１－１８〒818-0122

末永　大成093587

TEL 0946-62-2755

（有）武田設備 5,000 －4006無法

土１と１管１舗１水１消１解１
福岡県朝倉市杷木古賀１７２１〒838-1513

武田　光幸093589

TEL 0944-76-1274

はればれ建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町中島２１１５〒839-0254

田中　晴紀093590

TEL 0946-42-2258

（有）オールマイティーカンパニー 3,000 －4006無法

土１と１
福岡県朝倉郡筑前町松延２５１〒838-0224

山下　公093594

TEL 093-291-1833

（有）コルファ 6,000 －4008無法

土１管１鋼１舗１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字友田１７１２－３６〒811-4342

岡田　義秀093603

TEL 092-554-8120

（株）モアライフアップ 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区長丘４－１６－２〒815-0075

長谷　政和093607

TEL 093-481-5095

西南エレックス（有） 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市門司区大字畑１５８〒800-0112

栁田　健二093622

TEL 093-693-2201

エヌ・ディ・ケイ（株） 50,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区陣原５－１０－３２〒807-0821

川越　眞由美093623

TEL 092-921-2315

石内造園 －4011有個

園１
福岡県筑紫野市大字山口９０８－１２〒818-0046

石内　実幸093626

TEL 093-967-8369

（有）宏土木 3,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市小倉南区沼本町２－１０－３５〒800-0208

田中　博成093630



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

629頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-601-1599

（有）則松環境 30,000 －4008有法

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区則松７－３－１８〒807-0831

鶴山　雪子093632

TEL 092-541-3291

（有）原田工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区若久５－８－１０〒815-0042

原田　信二093635

TEL 090-976-2409

安永設備工業 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡久山町山田８５４〒811-2502

安永　武志093638

TEL 092-811-0317

佐藤工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市西区野方１－１０－２５〒819-0043

佐藤　秀成093643

TEL 0942-43-5819

（株）シャルム建築デザイン 40,000 －4002有法

建２と２鋼２塗２防２内２解２
福岡県久留米市高良内町２８０９－１〒839-0852

清水　明恵093649

TEL 093-661-8307

（株）日本工研 15,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１防１水１解１
福岡県北九州市八幡東区前田２－６－２２〒805-0069

山田　正人093654

TEL 093-931-1717

（有）清水デザイン事務所 3,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区片野新町１－９－１〒802-0062

長井　公一093656

TEL 0948-83-7033

（有）山建 5,000 －4010無法

土１水１解１
福岡県嘉麻市嘉麻市大隈町１１３４番地２〒820-0302

川口　春美093659

TEL 092-451-8388

（株）ニッセイクリエート 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区竹下１－９－１５〒812-0895

泉　亮司093660

TEL 092-555-4917

（有）古賀造園 3,000 －4011有法

園１
福岡県太宰府市連歌屋３－２－３〒818-0119

齊藤　良093661

TEL 0948-29-6789

福原設備 －4010無個

管１
福岡県飯塚市鯰田４６〒820-0001

福原　正勝093663

TEL 092-882-9507

三友グラウト工業（有） 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区小戸４－５－２５－９０７〒819-0001

伊藤　修司093667

TEL 092-863-0007

（有）プランニングアオイ 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区神松寺２－２－３〒814-0121

梶原　豊昭093671



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

630頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-434-2007

幾馬建設（有） 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南２－１－２６〒812-0016

阿比留　完治093680

TEL 092-596-2072

境建築舎 －4011無個

建１
福岡県大野城市上大利５－１－２３〒816-0955

境　秀明093686

TEL 092-953-4870

（有）清武鉄筋工業 3,000 －4011無法

筋１
福岡県那珂川市大字東隈３－１〒811-1243

清武　正樹093687

TEL 092-513-9530

シンセイ電気工事（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区東月隈４－２－１４〒812-0854

下橋　洋史093689

TEL 092-923-0648

（株）創技建 30,000 －4011有法

建１大１左１屋１管１タ１塗１防１内１
福岡県太宰府市宰府１－４－４４〒818-0117

坂口　安直093691

TEL 093-603-3510

丸和工業（株） 10,000 －4008有法

鋼１
福岡県遠賀郡遠賀町鬼津１０８０－５〒811-4341

大川　雅博093694

TEL 0942-30-1524

森山商事 －4002有個

土１と１舗１水１
福岡県久留米市宮ノ陣町大杜１９２－１〒839-0803

森山　勝093702

TEL 0947-32-6018

（有）植田文興業 5,000 －4009無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡香春町大字鏡山２４７〒822-1402

植田　文市093706

TEL 0948-57-2614

渡辺製材所住宅建築部 －4010有個

建１
福岡県嘉麻市桑野１４９〒820-0313

渡邊　康093708

TEL 0948-65-1222

松岡興業（有） 3,000 －4010有法

土１と１舗１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈５１－３〒820-0609

松岡　悦子093710

TEL 0947-49-4828

滝口建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川市大字弓削田６７８－２〒826-0041

滝口　信義093713

TEL 0947-22-5937

ティエスエンジニア －4009無個

管１水１
福岡県田川郡福智町弁城２６４０－６〒822-1212

田中　康雄093714

TEL 092-948-1240

（株）ゼンコー産業 10,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡篠栗町中央４－２－２４〒811-2417

元岡　善孝093730



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

631頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-47-1410

末次電気工事商会 －4002無個

電１
福岡県久留米市大橋町常持３７２－２〒839-0833

末次　博行093733

TEL 0944-76-4600

（株）河商 15,000 －4003有法

と１解１
福岡県柳川市大和町六合６３１〒839-0244

山口　和也093734

TEL 0942-47-3114

大洋グリーン －4002有個

園１
福岡県久留米市善導寺町木塚２１４－２６〒839-0822

馬場　誠一093735

TEL 092-513-3688

（有）木本設備工業 3,000 －4011無法

土１管１水１
福岡県大野城市御笠川２－６－１３〒816-0912

木本　修司093736

TEL 092-513-9535

松英鋼材（株） 10,000 －4011有法

鋼１
福岡県大野城市御笠川１－１４－５〒816-0912

小山田　浩一093738

TEL 093-321-2501

荒谷畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市門司区鳴竹２－１７－２〒801-0881

荒谷　真悟093740

TEL 092-553-8897

ヒサノホームシステム（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区桧原７－２２－４〒811-1355

久野　公造093744

TEL 092-584-2160

（株）スカーク・ティ 10,000 －4011無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１塗１防１内１具１
福岡県大野城市曙町２－２－１１〒816-0935

日野　孝司093746

TEL 092-953-2028

（株）鈴木タイル 3,000 －4011無法

建１左１石１タ１
福岡県那珂川市仲２－１－１７〒811-1253

鈴木　健一093748

TEL 093-562-9635

（有）三谷電気計装 3,000 －4008無法

土１電１
福岡県北九州市小倉北区熊谷一丁目２８番２２号〒803-0864

三谷　栄作093751

TEL 093-652-7111

（株）ユカダン 10,000 －4008有法

建１管１
福岡県北九州市八幡東区川淵町１－１７〒805-0012

川口　知範093752

TEL 093-617-5397

大光組 －4008無個

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西１－１１－１１〒807-1145

中村　安夫093753

TEL 0942-53-1577

江﨑建設 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字島田１１３４〒833-0037

江﨑　和典093756



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

632頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-86-3008

柏原建設 －4003無個

大１
福岡県大川市大字中八院１１８－２〒831-0013

柏原　公彦093757

TEL 0944-86-2931

植松建具店 －4003無個

具１
福岡県大川市大字小保５４－１〒831-0041

植松　清民093758

TEL 0944-76-0359

沖建築工舎 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町皿垣開４５５〒839-0261

沖　泰正093759

TEL 0944-73-4439

トウテン工業（株） 5,000 －4003無法

土１と１舗１解１
福岡県柳川市三橋町久末１２８９－３〒832-0816

石橋　登天093760

TEL 0943-24-3819

上村建設 －4007無個

建１
福岡県八女市本２５６－２〒834-0015

上村　政行093761

TEL 0930-33-2775

山本工務店 －4005無個

土１建１
福岡県京都郡みやこ町光冨９１４〒824-0115

山本　満次093774

TEL 093-436-0877

（有）安村鉄工所 6,000 －4005無法

管１鋼１水１
福岡県京都郡苅田町松原町１２三菱マテリアル内〒800-0301

大園　典明093776

TEL 092-524-9131

（有）博推技建 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市中央区平和３－２０－１〒810-0016

小川　哲也093779

TEL 092-574-7762

（企）クリーンセンター福岡 9,400 －4001有法

園１
福岡県福岡市博多区寿町２－４－１１３〒812-0884

神宮　義秋093783

TEL 093-583-6655

セゾン（株） 10,000 －4008有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１通１具１
福岡県北九州市小倉北区西港町９４－６〒803-0801

大庭　省二093788

TEL 093-561-7378

ＳＩｎＳｅＩ（株） 5,000 －4008有法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉北区皿山町３－５〒803-0854

溝尻　武則093799

TEL 0942-45-2772

緑盛土木 －4002無個

土１建１と１解１
福岡県久留米市山川町４２１－３〒839-0817

古賀　秀哉093800

TEL 0949-33-3976

（株）新輝建設 36,200 －4004無法

土２建１と２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県宮若市磯光１４９１－６〒823-0004

友永　英輝093802
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TEL 0947-22-5376

（有）ヒロミ工業 3,000 －4009無法

鋼１機１
福岡県田川郡福智町弁城１６７７－１６〒822-1212

辰島　正治093812

TEL 092-803-2114

（株）ヒグチ工芸 10,000 －4001無法

建１鋼１内１
福岡県福岡市早良区東入部２－７－３６〒811-1102

樋口　英次093817

TEL 092-710-1558

（有）タカモト 3,000 －4001無法

と１屋１塗１防１
福岡県福岡市南区長住１－４－２〒811-1362

　本　誠也093818

TEL 0946-42-1350

（有）ヤマモト 3,000 －4006無法

と１解１
福岡県朝倉郡筑前町石櫃５３－３〒838-0225

山本　政明093826

TEL 093-871-3369

軍場硝子店 －4008無個

ガ１
福岡県北九州市戸畑区明治町６－２４〒804-0073

軍場　義明093829

TEL 0948-52-1954

畠中建設 －4010無個

土１管１水１
福岡県嘉麻市上山田１０９４－８７〒821-0012

畠中　洋一093837

TEL 0947-82-4875

（有）田中工業 10,000 －4009無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡添田町大字添田９５４〒824-0602

山村　強093839

TEL 0943-42-0625

小川工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町北木屋１６９９－７〒834-1203

小川　治光093840

TEL 0942-43-0196

（株）小椎尾組 40,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県久留米市高良内町３７７２－１〒839-0852

小椎尾　学093842

TEL 0943-72-4600

（有）田主丸緑地建設 3,000 －4002無法

土１と１園１
福岡県久留米市田主丸町常盤４６７〒839-1232

小西　金治093843

TEL 0942-54-6700

（有）新生建設 3,000 －4002有法

土１と１舗１水１解１
福岡県久留米市三潴町西牟田６５５６－４〒830-0111

北　美智恵093844

TEL 0942-32-2215

（有）ウッズ 3,000 －4002無法

土１建１
福岡県久留米市荘島町４２７〒830-0042

森　純093845

TEL 092-607-3007

西日本スポーツ施設（有） 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区三苫１－１６－３〒811-0201

長尾　亘093851
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TEL 092-739-2740

（株）ガイア産業 10,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市中央区今泉２－１－３４〒810-0021

小林　久美子093852

TEL 092-322-6708

木下建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市波多江駅北２－８－１〒819-1107

木下　憲治093854

TEL 092-962-1685

（有）岩佐鉄工所 3,000 －4001有法

鋼１
福岡県糟屋郡新宮町的野五反田６００－５〒811-0104

岩佐　康信093857

TEL 092-962-6100

辰巳エンタープライズ（株） 10,000 －4001有法

塗１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口４３８－１〒811-0102

髙橋　眞鈴093861

TEL 092-932-8852

（有）スペースプラン創作家 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２－１３－３〒811-2126

黒川　悟093862

TEL 093-641-0529

（株）福山組 45,000 －4008無法

土１建１と１舗１機１水１解２
福岡県北九州市八幡西区熊西１－８－３７〒806-0031

福山　岳彦093869

TEL 092-921-2933

（有）丸伸造園 3,000 －4011無法

園１
福岡県太宰府市大佐野４－１－１３〒818-0134

木村　孝介093870

TEL 0948-25-3311

（有）ショウデン 7,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市若菜２０４－２３〒820-0082

諸岡　文博093875

TEL 09496-2-7323

一機工務店 －4004無個

建１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野４１０３－２〒820-1103

和田　伸一093876

TEL 0944-55-5400

（株）アーバンワークス 48,000 －4003無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県大牟田市健老町３２８－１〒836-0011

関　勝典093882

TEL 093-742-4821

（有）水建潜事 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１し１
福岡県北九州市若松区青葉台西４－５－８〒808-0143

八ケ代　敬093888

TEL 092-863-0760

有吉シート防水（有） 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区野芥３－１１－２６〒814-0171

有吉　克也093892

TEL 092-874-5016

（有）マツヨシ工務店 7,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区次郎丸６－１３－３〒814-0165

松吉　春雄093894
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TEL 092-804-7875

（有）ランド・スケープ福岡 3,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市早良区脇山１－２５－１３〒811-1111

古賀　光雄093895

TEL 092-323-1638

包幸建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市泊１２１４－９〒819-1111

田中　包幸093896

TEL 0944-67-1550

（有）佐田工業 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県みやま市山川町北関９４０－８〒835-0112

佐田　秀幸093898

TEL 0944-33-0359

（有）寿建設 15,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１
福岡県三潴郡大木町大字笹渕１１７１－３〒830-0401

中村　寿一093901

TEL 0942-78-3412

久保田重機建設 －4002無個

土１と１舗１水１
福岡県久留米市北野町石崎２７２－２〒830-1116

久保田　久典093907

TEL 093-791-4542

小林工業 －4008無個

機１具１
福岡県北九州市若松区東二島３－３４－２〒808-0102

小林　孝二093914

TEL 0948-65-4350

吉川工務店 －4010無個

左１
福岡県嘉穂郡桂川町大字寿命３２８－８〒820-0603

吉川　清人093916

TEL 0948-21-4420

（有）荻原建設 35,000 －4010無法

土２建１と１管１舗１園１解１
福岡県飯塚市菰田東２－２－１２〒820-0016

荻原　研太093917

TEL 0947-22-2582

大喜建設 －4009無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県田川郡福智町伊方１９９８〒822-1211

朝部　英喜093920

TEL 0949-25-0526

（有）住吉建設 5,000 －4004無法

土１解１
福岡県直方市山部６１６－３６〒822-0034

長野　英二093921

TEL 093-661-3013

筑豊金網北九州（株） 40,000 －4008有法

土２と２鋼２舗２塗２解２
福岡県北九州市八幡東区中央３－８－２４〒805-0019

中村　稔093923

TEL 093-473-6989

（有）ケイビーテック 3,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉南区東貫３－４－２６〒800-0224

黒木　洋行093925

TEL 0944-58-3804

原田塗装工業 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市大字吉野６７０－６３〒837-0904

原田　清世093929
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TEL 0942-38-6515

（有）アース工房 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市梅満町１３４８－１０〒830-0048

宮原　千093930

TEL 0943-42-2831

ユタカ工建 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町田代１８３５〒834-1205

堤　豊093933

TEL 093-963-0631

（株）セイケン 45,000 －4008無法

土２建２と２解２
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－１８－１〒802-0979

秋永　敏夫093934

TEL 0946-24-5470

猪野工務店 －4006無個

建１
福岡県朝倉郡筑前町栗田１５９７－２〒838-0801

猪野　巧093935

TEL 0946-42-5514

福岡足場建設（株） 10,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉郡筑前町中牟田８３８－６〒838-0226

田中　結城093936

TEL 093-475-1654

（有）力電設工業 5,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区葛原２－１９－２０〒800-0251

池田　力生093943

TEL 0947-26-0261

（有）植田組 3,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡糸田町２４２８－３〒822-1300

植田　孝仁093947

TEL 0948-72-0463

豊建装 －4010無個

土１
福岡県飯塚市長尾２６６－２〒820-0701

梶原　豊臣093948

TEL 093-513-1180

（有）ハレルヤ 3,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉北区中島１－１８－２８〒802-0076

柴田　利生093951

TEL 0940-52-3424

（有）梶原工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県福津市宮司２－４－１〒811-3305

梶原　秀孝093955

TEL 0944-41-8500

（有）丸正産業 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市歴木１３５７－２０〒837-0924

園田　正広093956

TEL 0942-65-1441

（有）尾形設備 3,000 －4002無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市三潴町西牟田４４－５〒830-0111

尾形　昌英093959

TEL 0944-73-5003

（有）髙口組 3,000 －4003有法

と１解１
福岡県柳川市有明町９０７－２〒832-0054

髙口　文生093960
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TEL 092-603-0586

タカダ内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区西戸崎２－１０－７－３０７〒811-0321

髙田　健治093965

TEL 093-571-8623

（有）ショーケン 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区中井浜１－１〒803-0804

山田　稔093967

TEL 092-811-4555

川井工業（有） 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区野方２－４０－７〒819-0043

川井　光雄093972

TEL 092-522-6274

（株）ファイネル 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市中央区白金１－１－３－６０３〒810-0012

冨岡　尚文093974

TEL 092-584-5037

（株）イケダ建設 10,000 －4001無法

建１大１塗１防１内１解１
福岡県福岡市南区弥永２－２－３１〒811-1323

池田　久好093976

TEL 092-833-8188

吉洋建設（株） 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市早良区原１－３０－１８〒814-0022

吉野　二洋093982

TEL 093-693-7997

（有）キーコントロール 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城１－１８－１２〒807-0801

交易場　健太093987

TEL 0946-62-0413

（有）時川設備工業 3,000 －4006無法

管１
福岡県朝倉市杷木久喜宮１９７５－３〒838-1514

時川　猛093989

TEL 093-883-7037

八幡プラント工業（有） 5,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県北九州市八幡東区川淵町４－１９〒805-0012

佐野　友裕093997

TEL 093-863-7799

（有）吉田工務店 3,000 －4008無法

土１大１と１舗１
福岡県遠賀郡水巻町古賀２－１２－１３〒807-0012

吉田　正巳093998

TEL 092-862-6709

（株）津留崎電工 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区長尾５－２３－１９〒814-0123

津留崎　修一094000

TEL 093-436-6136

（株）コーセイジャパン 35,000 －4005有法

電１
福岡県京都郡苅田町港町８－１１〒800-0315

安陵　範浩094002

TEL 092-596-4384

前田建築 －4011無個

建１大１
福岡県大野城市緑ヶ丘４－１－３〒816-0961

前田　邦之094007



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

638頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-614-5711

（有）シーイーエス 3,000 －4008有法

土１と１舗１解１
福岡県北九州市八幡西区下上津役３－７－５２〒807-0075

原口　明則094010

TEL 0944-87-6358

（有）うめざき興業 25,000 －4003有法

土１と１舗１し１解１
福岡県大川市大字紅粉屋７１０－１〒831-0044

梅崎　由美子094013

TEL 0944-62-3676

隆建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町大江６０４－３〒835-0019

紫牟田　隆登094014

TEL 0943-42-0482

（株）ピースプロセス工芸 10,000 －4007無法

土１建１と１鋼１園１
福岡県八女市黒木町黒木１６５〒834-1217

坂井　智一094015

TEL 093-601-0707

（有）光明機設 5,000 －4008無法

管１鋼１防１機１
福岡県北九州市八幡西区光明１－８－１８〒807-0824

安永　和正094017

TEL 092-626-2180

（株）エアー工業 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市東区社領１－１１－１６〒812-0068

酒井　保宏094022

TEL 093-881-3306

（株）井上建設工業 30,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市戸畑区中原西１－６－８〒804-0011

井上　博094026

TEL 093-582-4503

（有）　美工務店 3,000 －4008無法

建１屋１内１
福岡県北九州市小倉北区中井１－２８－９〒803-0836

宮﨑　　美094028

TEL 093-482-6095

（株）はやし 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市戸畑区中原東１－７－１１〒804-0012

林　憲和094029

TEL 093-293-8241

（有）コアカット 5,000 －4008無法

土１建１と１屋１塗１防１内１具１解１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津６５４－１０〒811-4341

舛添　秀昭094030

TEL 093-603-0008

（有）一伸 6,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町４－１２－１２〒807-0852

伊藤　伸一郎094035

TEL 0949-52-1043

（有）アベ建装 3,000 －4004無法

内１
福岡県宮若市竹原８３－１〒822-0142

安部　秀昭094046

TEL 0944-22-4502

西山造園 －4003無個

園１
福岡県みやま市高田町北新開８１７〒839-0204

西山　昇094054



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-606-0070

（有）京伸工業 5,000 －4001有法

土１と１解１
福岡県福岡市東区雁の巣２－１４－３〒811-0206

松田　京次094058

TEL 092-691-1439

三浦造園土木建設（株） 45,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県福岡市東区青葉１－１９－２１〒813-0025

三浦　義孝094061

TEL 092-710-7870

（株）榎 3,500 －4001有法

建１大１内１具１
福岡県福岡市東区社領１－１－２６〒812-0068

榎田　順二094064

TEL 092-804-8081

都商事（有） 3,000 －4001有法

電１管１消１
福岡県福岡市早良区内野７－２－７〒811-1123

足達　　一094066

TEL 092-682-8511

（株）ジェーシースタッフ 10,000 －4001有法

管１絶１
福岡県福岡市東区松崎２－９－１０〒813-0035

西尾　純一094068

TEL 0930-54-0067

（有）宮﨑建設 3,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県築上郡築上町大字松丸６７０－１〒829-0121

宮﨑　覺美094080

TEL 0979-82-1002

ムラタハウジングシステム －4005有個

建１
福岡県豊前市大字赤熊６３４〒828-0027

村田　晴敏094081

TEL 0947-26-2992

塔明工業（株） 32,000 －4009無法

土１建１と１管１鋼１水１
福岡県田川郡糸田町３３８７－４〒822-1318

原田　秀明094082

TEL 092-883-2469

（有）西和電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区拾六町２－１３－６〒819-0041

本田　隆094084

TEL 093-472-4933

重熱エアコン（有） 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区中吉田６－１２－７〒800-0204

重元　秀夫094102

TEL 093-451-4911

佐原電気（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺９９８－１９〒803-0186

佐原　和芳094103

TEL 092-322-7116

（有）井上舗道 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県糸島市井田１９７－２〒819-1562

井上　政次094108

TEL 092-589-4878

トミナガコーポレーション（株） 13,000 －4011有法

土１と１石１舗１塗１
福岡県春日市昇町７－８７〒816-0851

富永　千織094110



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-606-1737

（株）ジェイ・テック 20,000 －4001無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市東区高美台１－３６－１０〒811-0215

金　美香094112

TEL 093-591-5902

（有）成正 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区中井口１０－１３〒803-0837

吉村　成敏094115

TEL 093-921-9995

ジオライフ（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区片野３－３－３〒802-0064

山本　文孝094116

TEL 0943-24-3294

ダイワ・エンジニアリング －4007無個

電１
福岡県八女市井延５－１３〒834-0026

後藤　正信094124

TEL 0944-51-4491

（有）栄光建設 3,000 －4003無法

土１と１
福岡県大牟田市新勝立町５－４４－１９〒836-0895

小寺　貴子094125

TEL 0944-85-9678

太竹組 －4003無個

大１と１
福岡県大牟田市大字宮崎３１３５〒837-0903

大竹　雷太094126

TEL 0942-43-1967

（株）貴重企画 20,000 －4002有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県久留米市合川町１１５６〒839-0861

小犬丸　信094127

TEL 0943-22-4319

ＥＭ田中 －4007有個

電１管１
福岡県八女市鵜池３０１－１５〒834-0055

入部　巧094131

TEL 0948-72-3358

茜建設（株） 10,000 －4010無法

土１建１と１管１解１
福岡県飯塚市大分１５１９〒820-0712

林　積094141

TEL 092-596-3081

坂田建機（株） 10,000 －4011有法

と１
福岡県大野城市平野台３－１２－５〒816-0972

武内　照明094154

TEL 092-596-4877

（有）髙田建設 5,000 －4011有法

土１と１舗１し１水１
福岡県大野城市畑ヶ坂２－８－５〒816-0982

髙田　繁幸094156

TEL 092-863-5777

（有）結城襖内装店 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区友丘５－２２－７〒814-0112

結城　國彦094158

TEL 092-561-3363

研窓タカス（有） 10,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市南区皿山３－５－１４〒811-1365

髙須　雅和094160



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-245-5333

（株）ジオテック 10,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県中間市通谷６－３－２１〒809-0018

安富　三代嗣094165

TEL 093-541-6885

（株）タステック 20,000 －4008有法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸９－１１〒802-0031

宮本　正吾094166

TEL 0949-28-7623

なかやま住建 －4004無個

建１
福岡県鞍手郡鞍手町大字長谷５３６－１〒807-1314

中山　正彦094174

TEL 092-919-6102

（株）コーセツ 3,000 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市大字吉木１９１〒818-0004

萩尾　孝一094178

TEL 092-582-6141

（株）長建築 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区高木２－２４－２４〒815-0004

長　一彦094180

TEL 092-924-5574

（有）矢ヶ部石材 3,000 －4011無法

土１石１園１
福岡県筑紫野市大字本道寺１０６－４〒818-0007

矢ケ部　清満094181

TEL 092-918-1570

山本技研（有） 5,000 －4011無法

電１通１
福岡県筑紫野市大字山口３５５３－５〒816-0046

山本　栄樹094185

TEL 0948-26-4317

樹建設（株） 12,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市大日寺１１０５〒820-0046

城丸　英樹094188

TEL 093-541-1678

（有）野正塗装店 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区神岳２－４－２８〒802-0045

野正　聡一郎094197

TEL 093-932-4546

（有）ワイズ建材 3,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉南区北方２－６－１〒802-0841

篠田　行広094198

TEL 093-941-7683

（有）エービーエス 3,000 －4008有法

建１大１左１屋１板１ガ１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘３－４－２８〒802-0052

伊川　あつし094202

TEL 093-513-2324

（有）金木内装 5,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区山門町４－２９〒802-0024

金木　光二094203

TEL 0943-42-3827

モリアキ建設（有） 5,000 －4007無法

土１と１舗１水１解１
福岡県八女市黒木町本分１２７１－１〒834-1213

井手　英明094204



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-565-0961

ユートピア工業 －4001無個

左１
福岡県福岡市南区野多目２－２８－１０－２１１〒811-1347

中谷　未知也094212

TEL 092-411-7300

（株）黒木建設 40,000 －4001有法

建２大２
福岡県福岡市博多区上牟田１－２２－６〒812-0006

黒木　義彦094213

TEL 092-951-5263

（有）ワールドカンパニー 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区老司４－１－４７〒811-1346

今村　喜重094214

TEL 092-593-2220

（株）ハウスランド社 10,000 －4011有法

建１
福岡県春日市天神山２－８３〒816-0855

三上　信比古094216

TEL 092-953-5204

（有）高瀬建装 3,000 －4011無法

建１左１
福岡県那珂川市片縄１－２５－２〒811-1201

高瀬　英造094218

TEL 092-929-5270

（株）エフアールテクノ 10,000 －4011無法

舗１
福岡県太宰府市大字北谷１０３０－３〒818-0114

大松　宏彰094221

TEL 0946-24-1871

九州アコン（株） 24,000 －4006有法

建１内１
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２２７０〒838-0824

山際　淳平094222

TEL 0944-52-4936

タシロ建設（有） 3,000 －4003無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県大牟田市天領町１－１８８－８〒836-0054

田代　秀一094227

TEL 0942-52-1768

小園組 －4007無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県筑後市大字熊野１３８－３７〒833-0055

小園　和裕094228

TEL 0944-87-2454

（株）中村技建 20,000 －4003無法

土２と１舗１水１解２
福岡県大川市大字鐘ケ江４２８－４〒831-0008

中村　奬094229

TEL 0942-62-2755

（株）大信舗道 30,000 －4002無法

土１と１石１舗１水１
福岡県久留米市城島町楢津４３９－２〒830-0211

起田　三志094232

TEL 092-921-7836

ケイツウ電工 －4011無個

電１
福岡県筑紫野市上古賀４－１４－１２〒818-0041

中川　和善094237

TEL 092-923-5568

（有）長谷建設 3,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県太宰府市観世音寺１－７－１２〒818-0101

長谷　純一094242



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-503-0105

（株）エス・ピー工業 10,000 －4011有法

鋼１板１
福岡県大野城市御笠川３－３－１〒814-0912

花田　宣夫094247

TEL 093-965-8700

創和 －4008有個

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区横代葉山２４－１〒802-0825

新井　竜二094249

TEL 093-631-7339

（株）山九ロードエンジニアリング 50,000 －4008有法

土２と２鋼２舗２園２
福岡県北九州市八幡西区築地町１０〒806-0001

藤原　正幸094250

TEL 092-431-0712

今泉表具店 －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区住吉４－１０－５〒812-0018

今泉　義則094254

TEL 092-932-2993

（有）秋丸組 3,000 －4001無法

大１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６－３－７〒811-2126

秋丸　昭二094256

TEL 0930-55-2280

（有）コバヤシ 20,000 －4005有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県行橋市大字道場寺１２９２－１２４〒824-0026

小林　健一094265

TEL 0946-24-3101

西依建設（株） 30,000 －4006有法

土１建２
福岡県朝倉郡筑前町上高場９８５〒838-0821

西依　達也094266

TEL 0944-76-3188

九州舗道（株） 50,000 －4003無法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県柳川市大和町塩塚７９４－３〒839-0243

中村　耕太郎094267

TEL 0942-41-7661

（有）建築工房ヤナガ 5,000 －4002無法

建１鋼１塗１防１内１
福岡県小郡市三国が丘７－２６〒839-0103

矢永　満生094269

TEL 0943-22-4616

原工務店 －4007無個

建１大１屋１内１
福岡県八女市立花町北山８２２－２〒834-0085

原　有一094271

TEL 092-586-6072

（有）清伸産業 4,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市博多区月隈２－５－３５－５〒812-0858

神田　新094272

TEL 092-873-1239

（有）徳栄建設 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市城南区長尾５－２２－７〒814-0123

坂本　俊男094278

TEL 092-716-6991

（株）サービス福岡 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区那の津３－１２－３－Ｂ〒810-0071

吉村　健吾094281
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TEL 092-327-5350

中平 －4001無個

塗１
福岡県糸島市志摩稲留４４８－３〒819-1313

中嶋　浩平094290

TEL 09496-2-0276

（有）三浦電設 5,000 －4004無法

電１消１
福岡県鞍手郡小竹町大字新多３６２－１〒820-1104

三浦　誠人094292

TEL 0948-26-2855

福岡クリエーション開発（有） 3,000 －4010有法

土１建１
福岡県飯塚市伊岐須５６３－１３〒820-0053

中村　和也094293

TEL 092-541-6200

（有）功証 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区和田２－６－２５〒811-1343

山田　一行094298

TEL 093-751-5255

アサヒ鐵鋼販売（株） 98,000 －4008有法

建１と１鋼１筋１
福岡県北九州市若松区桜町１８－８〒808-0026

住田　智昭094300

TEL 0942-43-8450

（有）江頭工業 3,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市東合川町４５４〒839-0807

江頭　賢憲094302

TEL 0942-44-8033

（株）ＡＦＦＥＣＴ 10,000 －4002無法

土１建１塗１内１解１
福岡県久留米市山川町１６６２－１〒839-0817

緒方　久則094303

TEL 0944-63-4227

（有）三橋電気 3,000 －4003無法

電１
福岡県柳川市三橋町五拾町４１８〒832-0812

大橋　忠秀094304

TEL 092-555-2767

（株）ジオテック技術士事務所 10,000 －4001有法

と１井１
福岡県福岡市南区清水４－２２－１〒815-0031

香月　裕宜094309

TEL 092-513-3500

（有）アキラ建設 4,000 －4011無法

土１と１管１舗１水１
福岡県大野城市乙金東１－６－６〒816-0901

吉武　明094311

TEL 092-806-6357

（有）重松造園土木 5,000 －4001無法

土１園１
福岡県福岡市西区大字桑原８２１－１〒819-0382

重松　弘幸094315

TEL 0940-33-6611

平川工務店（有） 3,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市三郎丸４－８－７〒811-4143

平川　勝信094317

TEL 0946-52-0368

足立建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市須川２９１６－１〒838-1304

足立　俊春094318
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TEL 093-618-3544

（有）伸和冷熱サービス 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘３－１４－１５〒807-1264

稗田　純一094321

TEL 0946-22-7841

（株）平野建設 20,000 －4006無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県朝倉市長田２９３〒838-0043

日比生　真一郎094329

TEL 092-672-1648

（有）中村電業 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区名島４－３４－５－１〒813-0043

中村　國明094334

TEL 093-922-1179

聖和工業 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区昭和町９－１０〒802-0075

吉村　升一094335

TEL 0948-52-6903

（有）堀田工業 3,000 －4010無法

鋼１
福岡県飯塚市相田６６３－２３〒820-0052

堀田　祐司094343

TEL 0948-25-5913

（有）豊進建設 6,000 －4010無法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県飯塚市中３２８〒820-0065

岩本　昌一094344

TEL 093-613-7800

（有）ユウキコーポレーション 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区下上津役元町２－８〒807-0076

福山　文雄094348

TEL 093-293-7068

山和機工（株） 10,000 －4008有法

電１鋼１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府１０６３－５〒811-4332

山田　秀幸094349

TEL 092-672-8195

エスピーエンジニア －4001無個

と１
福岡県福岡市東区香椎浜２－５－３－６０５〒813-0016

佐々木　茂094353

TEL 092-941-1110

辰巳住研（株） 30,000 －4001有法

建１
福岡県古賀市美明３－５－９〒811-3107

門田　栄一郎094357

TEL 092-691-8880

パワーハウス（株） 31,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市東区八田２－２１－２８〒813-0031

井村　優介094360

TEL 092-292-7087

（有）オームラ 3,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋６８６－２〒811-2308

大村　和正094361

TEL 092-651-2229

山野石材（株） 10,000 －4001無法

石１
福岡県福岡市東区東浜２－６－５１〒812-0055

山野　浩094362
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TEL 0930-25-7589

海生建設（有） 3,000 －4005無法

土１し１
福岡県京都郡苅田町大字二崎４５４－４〒800-0322

松本　治男094364

TEL 0947-85-0570

吉原建設 －4009無個

建１
福岡県田川郡添田町落合３２６０－１〒824-0722

吉原　博文094366

TEL 0947-32-7227

（有）香英住設 3,000 －4009無法

土１管１水１
福岡県田川郡香春町大字中津原１３３６〒822-1405

伊藤　浩司094367

TEL 0942-53-3373

（有）矢ケ部建設 5,000 －4007無法

土１と１舗１水１
福岡県筑後市大字上北島３６１－１〒833-0033

矢ケ部　勝巳094370

TEL 0943-72-2958

村松明香園 －4002無個

園１
福岡県久留米市田主丸町八幡８６５－１〒839-1226

村松　登喜雄094371

TEL 093-283-3531

（有）岡田設備工業 20,000 －4008無法

土２建１管２水２消１
福岡県遠賀郡岡垣町大字吉木１１５８－５〒811-4211

岡田　満094373

TEL 093-652-6149

（有）西本工務店 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡東区清田３－２－４５〒805-0034

金田　一二三094374

TEL 092-554-3003

（株）ビトーテック 4,500 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市南区清水４－９－３〒815-0031

馬場　覚生094379

TEL 0940-39-3523

タマツ技建（有） 3,000 －4008無法

土１左１と１解１
福岡県宗像市東郷１２５－１〒811-3436

田中　憲策094382

TEL 0949-28-8712

三ツ矢産業 －4004無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県直方市知古３－６－１２〒822-0022

寒竹　公治094384

TEL 0947-22-0412

福田アルミ建材（株） 10,000 －4009無法

建１屋１ガ１内１具１
福岡県田川郡福智町金田１３５９－１〒822-1201

福田　秀一094385

TEL 0947-22-9022

（有）コウケン 13,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町神崎１３７３〒822-1202

大島　みどり094386

TEL 092-572-5060

（有）篠原設備工業 3,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市博多区諸岡６－２９－１２〒812-0894

篠原　勝094394
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TEL 093-202-1879

（株）ムラタ 10,000 －4008無法

具１
福岡県遠賀郡水巻町吉田南３－３－７〒807-0048

村田　香代美094398

TEL 092-611-9055

（有）曽根崎研創 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区空港前２－１４－２５〒812-0002

曽根崎　達喜094408

TEL 093-618-3424

（有）サンセイ技建 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大字野面１８７３〒807-1262

山田　晴彦094411

TEL 0940-36-5785

（有）一 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１機１園１
福岡県宗像市日の里５－４－２５〒811-3425

福田　雄一郎094415

TEL 0944-62-4952

堂前鉄筋工業 －4003無個

筋１
福岡県みやま市瀬高町文廣２０５３－２〒835-0022

堂前　一郎094416

TEL 0948-65-2380

（有）三和建設 5,000 －4010無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師３２２８〒820-0607

和田　節子094419

TEL 092-807-9373

（有）飯田技研工業 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区大字田尻１５６４－８〒819-0383

飯田　政文094429

TEL 0946-23-2235

（有）親建設 5,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市甘木１６８９－８〒838-0068

酒井　親房094433

TEL 0944-41-6433

（有）さくら建設 4,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市大字甘木７９２－１〒837-0905

植里　政輝094436

TEL 092-501-2707

はかた建設（株） 6,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市博多区三筑２－２－３７〒812-0887

神南　裕美子094438

TEL 092-925-3939

（有）平生建設 3,000 －4011無法

建１
福岡県太宰府市五条２－１１－１〒818-0125

平川　好文094440

TEL 092-939-2151

安武ブロック工業（株） 20,000 －4001有法

土１と１タ１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈７１０〒811-2301

安武　通隆094444

TEL 0942-53-5595

（有）秋山産業 5,000 －4007無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県筑後市大字野町４３４〒833-0032

秋山　信子094453
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TEL 0944-72-4476

（株）岡工務店 30,000 －4003無法

土２建１と２石２電１管２鋼２舗２し２塗２機１水２消１
福岡県柳川市本町６８－９〒832-0045

岡　照久094458

TEL 0944-63-3128

（有）松永商店 5,000 －4003無法

土１舗１
福岡県みやま市瀬高町本郷１４１０－１〒835-0021

松永　敬次094459

TEL 092-483-4330

福都建設（株） 10,500 －4001無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県福岡市博多区博多駅東３－４－３〒812-0013

松本　信之094462

TEL 092-581-0688

東洋緑地建設（株） 38,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２
福岡県福岡市博多区板付５－１１－２〒812-0888

黒木　洋一094467

TEL 093-881-7566

（有）阿南電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区菅原２－６－２９〒804-0044

阿南　勝之094468

TEL 093-475-6347

田中建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区津田３－１３－２〒800-0242

田中　政司094477

TEL 093-695-2777

（株）ハウジングサポート 20,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区八枝４－２－１８〒807-0856

田仲　弘明094478

TEL 092-593-2657

（株）アスカエンジニアリング 10,000 －4001無法

建１電１管１
福岡県福岡市博多区西春町２－２－１０〒812-0873

森田　敏夫094483

TEL 0948-24-6800

（有）池田産業 5,000 －4010有法

土１
福岡県飯塚市中２１７－１７〒820-0065

池田　一身094485

TEL 093-452-3500

（有）西村窯業 3,000 －4008無法

屋１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺４５５－１〒803-0186

西村　優094486

TEL 093-483-2020

（有）メイコウ 3,000 －4008無法

土１と１舗１塗１水１
福岡県北九州市門司区吉志３－１－１３－２０２〒800-0114

眞有　正樹094490

TEL 093-583-3931

（株）タスク 10,000 －4008有法

建１防１
福岡県北九州市小倉北区西港町１１４－２〒803-0801

濱田　龍彦094494

TEL 092-282-0335

福岡市住宅保全（同） 4,500 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区上川端町１４－２６〒812-0026

杉岡　勇094497
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TEL 0943-77-6685

（有）ハウジング堤 3,000 －4002有法

建１
福岡県うきは市浮羽町朝田１１８５－４〒839-1401

堤　保幸094501

TEL 092-943-5585

（株）九総ホーム 10,000 －4001有法

建１
福岡県古賀市筵内２１５０－４〒811-3121

田中　信也094506

TEL 0944-72-1417

アトリエ　フルハウス －4003有個

建１大１屋１塗１防１
福岡県柳川市有明町１１０２－３〒832-0054

古家　純造094507

TEL 0943-73-2953

（有）サカイ 3,000 －4002無法

屋１板１
福岡県久留米市田主丸町地徳３２３５－３〒839-1214

堺　祐樹094510

TEL 0943-23-7389

幡保工業 －4007無個

と１
福岡県八女市立花町原島４１１－８〒834-0075

幡保　聡094511

TEL 0944-73-2718

柳川サッシ販売（株） 10,000 －4003有法

ガ１具１
福岡県柳川市大和町豊原１７４－１〒839-0242

今長　哲也094512

TEL 092-513-0510

（株）昂洋 10,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市中２－１３－３４〒816-0906

横尾　由紀則094516

TEL 093-453-1286

誠和興業 －4008有個

土１と１水１解１
福岡県北九州市小倉南区高野４－１７－３〒803-0275

鴨﨑　美佐子094519

TEL 093-282-5568

（有）かねもと電業 3,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡岡垣町百合ケ丘１－１６－１〒811-4229

金本　賢治094520

TEL 093-451-4529

堀工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区高野２－５－１１〒803-0275

堀　良光094524

TEL 093-964-6160

（株）ジェイテック 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉南区蒲生１－３－８〒802-0978

加藤　治夫094529

TEL 092-574-5323

（有）福洸産業 10,000 －4011無法

左１
福岡県大野城市白木原４－４－１９〒816-0943

中原　一郎094532

TEL 0940-33-2672

マサキ住設 －4008無個

土１と１管１舗１水１
福岡県宗像市徳重８２－３〒811-4164

森田　政喜094534
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TEL 092-812-3688

飯盛運輸（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区大字飯盛４２５－１〒819-0037

上田　浩和094535

TEL 093-521-8921

（有）トータル・インテリア・工房中野 3,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区赤坂４－１４－１－５１７〒802-0032

中野　知治094536

TEL 0942-65-1056

髙口工業（株） 10,000 －4002有法

土１と１解１
福岡県久留米市三潴町高三潴１５６５－１〒830-0103

紫原　誠一094540

TEL 0943-22-2755

（有）姫野電気 3,000 －4007無法

電１
福岡県八女市本町２－４４４〒834-0031

姫野　俊典094544

TEL 0942-54-9112

麻生商店 －4002無個

大１塗１内１具１
福岡県久留米市三潴町田川２２０７－２〒830-0102

麻生　幸延094546

TEL 093-473-5291

（有）ショーエイ電機 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区葛原高松２－５－２２〒800-0252

中本　勝巳094551

TEL 093-952-7011

（有）日工電気設備 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－６－３０〒802-0061

竹中　優094552

TEL 093-611-0576

（株）ＴＯＷＡ 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町２－２５－７〒807-0842

東　英夫094553

TEL 093-961-9400

（有）シンエイコンス 5,000 －4008無法

土１建１と１筋１
福岡県北九州市小倉南区大字横代３７３－２〒802-0824

城戸　静枝094558

TEL 092-643-0777

（株）秀建 10,000 －4001有法

土１建１と１電１舗１園１
福岡県福岡市東区箱崎１－３５－７〒812-0053

平井　和男094569

TEL 0940-42-2276

トモヒサ住設 －4008無個

管１
福岡県福津市上西郷１０９０－１〒811-3207

大曲　智浩094571

TEL 093-561-3400

ホクザイ運輸（株） 20,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区西港町７２－３０〒803-0801

河本　一成094576

TEL 0944-51-2125

（株）九州ビルシステム 20,000 －4003有法

土２建２と２電１管１機１水２消１
福岡県大牟田市西港町２－１５－７〒836-0062

松藤　義文094580
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TEL 0979-72-2610

西建設 －4005有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字宇野７３０－１〒871-0914

西　秀人094597

TEL 092-471-3968

ケイプランニング（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１８－６－１１０４〒812-0016

吉田　薫094605

TEL 092-541-3950

（有）オシダイ工務店 3,000 －4001無法

建１左１
福岡県福岡市南区若久２－４－２４〒811-1347

印口　大祐094614

TEL 092-623-9650

（株）ジャパンシールド 5,000 －4001有法

ガ１内１
福岡県福岡市東区松島１－４６－２１〒812-0062

伊藤　忠成094615

TEL 092-522-6229

（有）岡田工務店 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区白金１－３－２５－３０６〒810-0012

岡田　稔094616

TEL 092-691-6684

（有）オリオンクレーン 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区土井２－４－１６〒813-0032

金城　義幸094617

TEL 092-939-2101

（有）片山興業 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋１９２－２０〒811-2308

片山　兵太郎094619

TEL 093-884-0960

桐耐酸工業（株） 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸２－５〒804-0077

桐木平　勝094622

TEL 093-964-5181

（有）寺松電気工事店 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区舞ヶ丘３－２－１２〒802-0823

寺松　信一094624

TEL 092-894-1521

（株）エスディライフ 10,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市西区福重１－１４－２５〒819-0022

馬場　博094627

TEL 092-561-6228

（有）ティエイチピー 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区大池１－２８－３０〒815-0073

林　徹094628

TEL 0947-42-6630

（有）植田建設 40,000 －4009有法

土１建２と２塗１防１園１解２
福岡県田川市大字弓削田７９３－１〒826-0041

植田　文博094629

TEL 093-243-1081

（有）アンキ 5,000 －4008有法

土１と１舗１内１
福岡県中間市大字中底井野１１６４－２７〒809-0002

唐津　史人094630



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

652頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-533-8000

（株）ベスティック 34,500 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区大楠３－３－１１〒815-0082

竹嶋　健生094632

TEL 092-871-4377

（株）エイト企画 10,000 －4001無法

建１管１
福岡県福岡市早良区有田５－１６－１６〒814-0033

大島　英人094633

TEL 093-611-6770

（株）飛田エンジニアリング 20,000 －4008無法

土１と１管１鋼１舗１機１水１
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森２－４－２５〒807-0843

中村　信義094640

TEL 093-611-1981

小島製畳 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区下上津役１－５－４〒807-0075

小島　正志094642

TEL 093-472-5480

（有）北九リフォーム 5,000 －4008有法

土１建１舗１
福岡県北九州市小倉南区葛原本町１－８－２５〒800-0253

稲垣　史朗094644

TEL 093-863-0063

（有）中本機工 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡東区大宮町２０－８〒805-0003

中本　征司094645

TEL 0942-39-3446

西村工業 －4002無個

と１
福岡県久留米市合川町２０５９〒839-0861

西村　康弘094646

TEL 0930-22-9171

（有）キュウエイ 10,000 －4005有法

と１鋼１
福岡県京都郡苅田町大字与原２０１７－１〒800-0323

仁田峠　満094647

TEL 092-937-4530

ティーツーガラスコンストラクション －4001無個

ガ１
福岡県糟屋郡志免町志免中央４－７－１〒811-2244

土橋　誠二094653

TEL 092-606-9302

（有）東和ハウジング 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市東区三苫２－２６－２０〒811-0201

林　拓哉094654

TEL 092-823-2643

吉村内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市城南区別府５－２５－１８－６０５〒814-0104

吉村　道行094655

TEL 092-565-5468

（有）インテリア吉村 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区老司２－１９－１〒811-1346

吉村　隆博094656

TEL 0942-35-4427

（有）筑後鋼管鉄工 3,000 －4002無法

管１機１
福岡県久留米市安武町武島１１３０〒830-0071

瀬戸山　芳博094664
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TEL 0943-37-0775

春口鉄工所 －4007無個

建１鋼１
福岡県八女市立花町谷川１１２２－３〒834-0074

春口　英起094665

TEL 092-716-1780

宮川運送（株） 10,000 －4001有法

土１し１
福岡県福岡市中央区港３－３－４〒810-0075

宮川　一貫094669

TEL 0930-42-0569

末廣 －4005無個

土１建１左１
福岡県京都郡みやこ町犀川木山９６０〒824-0235

末廣　幸雄094672

TEL 0947-42-3798

田川電設 －4009無個

電１
福岡県田川市大字川宮１１１４〒826-0042

池本　博094673

TEL 092-585-0686

島崎建装 －4011無個

建１
福岡県大野城市筒井５－３－１６－１０１〒816-0931

島崎　敏幸094683

TEL 093-644-1221

シラザワ技建工業（株） 3,000 －4008有法

土１建１大１と１板１内１
福岡県北九州市八幡西区岸の浦２－３－５〒806-0034

白澤　孝昭094686

TEL 093-613-0268

三河工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区大平台２４－７〒807-0084

三河　幸市094698

TEL 0944-62-2562

（有）大木粘土瓦 3,000 －4003無法

屋１内１
福岡県みやま市瀬高町下庄５９５－１〒835-0024

大木　修藏094699

TEL 092-565-0425

（有）福栄建設 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区老司５－４４－２６〒811-1346

永善　千代乃094704

TEL 0947-32-6622

（有）　永工務店 5,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１塗１水１解１
福岡県田川郡香春町大字高野１２３７－６〒822-1403

三木　宏資094708

TEL 0930-42-0176

（有）清和産業 7,000 －4005無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川本庄１６６－１〒824-0231

清水　政利094710

TEL 0979-82-2818

（有）松永建設 3,000 －4005有法

建１大１屋１内１
福岡県豊前市大字三毛門７０８－５〒828-0031

松永　揚治094711

TEL 0946-22-8126

（有）原田 10,000 －4006有法

土１と１舗１解１
福岡県朝倉市板屋８０９－２〒838-0027

原田　滿彦094715
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TEL 0947-73-9385

（有）丸眞工業 5,000 －4009無法

土１建１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎８０１－１３〒827-0003

丸山　眞一094719

TEL 0943-72-0743

（株）ハミングホーム 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市田主丸町田主丸５３５－１〒839-1233

井上　孝敏094728

TEL 093-481-8677

ユウキ建設 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区猿喰９７０－３〒800-0102

本田　勇治094729

TEL 0944-59-8900

（株）匠企建設 10,000 －4003無法

土１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県大牟田市南船津町４－７－１１〒836-0075

森　浩之094746

TEL 093-932-0595

（有）真和内装 5,000 －4008有法

建１大１左１と１屋１タ１筋１塗１防１内１具１
福岡県北九州市小倉北区重住３－１０－１４〒802-0011

松田　真094751

TEL 0947-44-5317

浦野工務店（株） 40,000 －4009無法

土２建２大２左２と２石２屋２電１管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県田川市大字伊田３６９１－１〒825-0002

浦野　輝孝094755

TEL 09496-2-7088

ワタナベ設備 －4010無個

管１水１
福岡県飯塚市口原１６７６〒820-1114

渡　　明人094758

TEL 0949-26-3866

髙木塗装 －4004無個

塗１
福岡県直方市大字頓野６６１－４７〒822-0002

髙木　晃一094761

TEL 093-383-1016

トータルビルド建創 －4008無個

土１建１と１石１舗１水１
福岡県遠賀郡水巻町頃末北１－２０－１６〒807-0022

田上　慎一094767

TEL 093-701-3012

上村建具店 －4008無個

具１
福岡県北九州市若松区南二島２－３－２４〒808-0109

上村　英夫094769

TEL 093-922-6078

佐藤建設工業 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区若園２－２－７〒802-0816

佐藤　年勝094776

TEL 093-561-0661

（有）ＹＵＫＹＯ 3,000 －4008無法

電１管１機１
福岡県北九州市小倉北区西港町７２－２５〒803-0801

中尾　勇094777

TEL 093-293-6485

（有）第一鉄筋 3,000 －4008無法

筋１
福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉１－４－１０〒811-4322

三木　佳寿人094781



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

655頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-432-1295

松鳳建設（株） 20,000 －4001無法

土２建２と２水２解２
福岡県福岡市博多区榎田１－９－１〒812-0004

松井　聞生094785

TEL 09437-6-2424

柳工務店 －4002無個

建１
福岡県うきは市吉井町生葉５６－１〒839-1342

柳　敏春094791

TEL 0942-75-0806

和泉プロパン住宅設備（有） 3,000 －4002有法

土１管１水１
福岡県小郡市三沢字浦田１４３４－４〒838-0106

野田　幸一094792

TEL 0948-65-0995

（有）サンド九州 3,000 －4010無法

土１と１
福岡県嘉穂郡桂川町大字豆田２６６〒820-0608

和田　俊二094796

TEL 092-985-8403

ノムラロードメンテナンス －4001無個

土１と１塗１
福岡県福岡市早良区田隈１－２－２５－３〒814-0174

野村　浩二094797

TEL 092-804-6708

（有）祐晃堂 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市早良区東入部２－３５－７〒811-1102

伊藤　学094798

TEL 092-555-3336

（株）フェイヴァリットホーム 10,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市片縄東１－１１－２－４〒811-1204

多良木　洋094800

TEL 093-601-6777

（株）リュウキ 10,000 －4008無法

土１と１解１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町４－２０－２８〒807-0852

田中　隆一094803

TEL 093-741-0882

（株）湯浅商事 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区高須西１－１４－６〒808-0146

湯浅　正一094805

TEL 093-452-3247

（有）志徳電設工業 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺４７４－７〒803-0186

栗原　宣広094806

TEL 092-836-8699

玄創 －4001無個

建１内１
福岡県福岡市西区城の原団地１４－４０９〒819-0053

熊谷　博之094808

TEL 092-753-7876

日本プロダクト（株） 40,000 －4001有法

土２水２
福岡県福岡市南区大楠１－１－１〒815-0082

倉掛　和俊094810

TEL 092-577-8785

（有）テクノシステム 5,000 －4011無法

電１通１
福岡県那珂川市中原１－４１〒811-1213

山本　昌利094813
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TEL 092-892-1723

トータルハウス工業（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区小戸５－４－１３〒819-0001

松尾　剛児094816

TEL 093-663-3511

（有）大哲工業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡東区尾倉１－５－２５〒805-0061

井手　哲也094818

TEL 093-791-1740

鉄鋼処理産業（株） 50,000 －4008有法

建２と２鋼２舗２機１解２
福岡県北九州市若松区南二島３－５－１〒808-0109

宜本　繁紀094819

TEL 0943-75-8831

（有）平井産業 20,000 －4002有法

土２と２舗２水２解２
福岡県うきは市吉井町新治９０３－１〒839-1306

家永　幸政094821

TEL 0942-33-1106

田中工業 －4002無個

管１
福岡県久留米市江戸屋敷１－４－１６〒830-0059

田中　俊博094825

TEL 0940-34-8534

（株）カクダイ 3,000 －4008無法

土１管１舗１水１
福岡県宗像市光岡４７４〒811-3414

角井　大治郎094826

TEL 093-631-1960

丸八商事（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－１６－３〒806-0047

小池　亀太094827

TEL 092-622-7115

（有）合屋材木店 3,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県福岡市東区松島６－１４－２０〒813-0062

合屋　栄太郎094832

TEL 092-202-7789

ミチシタ建創 －4001無個

左１と１
福岡県福岡市西区野方３－５２－３３〒819-0043

道下　浩志094834

TEL 0944-59-6515

（有）博栄建設 5,000 －4003無法

土１建１
福岡県大牟田市大字草木９０８〒837-0917

今村　和博094838

TEL 0940-38-8010

（有）クリエーティブホーム 7,000 －4008有法

土１建１と１舗１
福岡県宗像市くりえいと２－４－３２〒811-4184

塚本　喜代志094845

TEL 092-805-5688

フクオカ西部建設（同） 3,080 －4001有法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区今宿１－８－７〒819-0167

瀬戸　美紀代094846

TEL 092-871-2328

守雄工業 －4001無個

筋１
福岡県福岡市早良区飯倉７－６－１３〒814-0161

柿添　守雄094847
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三曳マリン（株） 20,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区浜町２－２４－２０１〒801-0856

原田　祐一094849

TEL 092-572-8882

（有）下川組 6,150 －4001無法

建１左１タ１内１
福岡県福岡市博多区西春町１－１－４５〒812-0873

下川　浩一郎094850

TEL 0948-57-4560

西村設備 －4010無個

土１管１水１
福岡県嘉麻市泉河内３７４－１〒820-0334

西村　芳弘094855

TEL 09496-2-1506

松岡建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市勢田３３８－６７〒820-1111

松岡　博人094856

TEL 0948-96-1017

五友プラント工業（株） 10,000 －4010無法

鋼１
福岡県飯塚市勢田１２－３５〒820-1111

山城　保二094858

TEL 0947-72-5959

（有）ハウジングトダカ 10,000 －4009無法

土１建１と１石１屋１鋼１舗１し１板１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３３７－１〒827-0003

吉本　かずえ094862

TEL 093-921-8112

田尾建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区湯川４－１５－２２〒800-0257

田尾　英之094864

TEL 093-618-2002

（有）笠井建設 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－９－６３〒807-1145

松岡　孝昭094869

TEL 09437-5-5601

加藤住建 －4002無個

建１
福岡県うきは市吉井町八和田２７８－２〒839-1308

加藤　博文094872

TEL 093-603-8748

（株）誠香 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区鷹見台１－１３－１７〒807-0853

秦　和也094878

TEL 092-596-8447

（株）友進電設興業 10,000 －4011無法

電１通１
福岡県春日市平田台４－７８〒816-0812

春　幸宏094883

TEL 092-919-7073

（株）Ｎ・Ｃワコー 10,000 －4006無法

電１通１
福岡県朝倉郡筑前町二字鐘木塚２５－１〒838-0228

徳田　和幸094887

TEL 0942-62-5752

（有）ユース 3,000 －4002有法

土１管１水１
福岡県久留米市城島町四郎丸２８０－１〒830-0223

市丸　英樹094888
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TEL 0943-23-1555

ＨＡＳＨＩＫＯ －4007無個

と１鋼１
福岡県八女市酒井田１１４－７〒834-0042

橋立　透094893

TEL 092-408-5665

未来ホーム（株） 3,000 －4011有法

建１
福岡県那珂川市片縄北４－２－２０〒811-1203

鈴木　秀嗣094895

TEL 092-714-4496

成和建設（株） 30,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市城南区友泉亭２－１〒814-0122

井口　誠一094896

TEL 093-293-6808

（株）三信エンジニアリング 10,000 －4008有法

と１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府４２５７－１〒811-4331

秦　健太郎094898

TEL 093-692-7256

刀興建設（有） 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区鷹見台３－８－５〒807-0853

川﨑　寫一094899

TEL 092-865-0755

（有）明和工業 3,000 －4001無法

大１と１タ１鋼１筋１解１
福岡県福岡市早良区梅林６－６－１４〒814-0172

池　弘文094900

TEL 093-652-5195

（有）誠友築炉 3,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡東区石坪町１５－７〒805-0021

佐藤　忠志094902

TEL 092-938-0635

（有）渡邉組 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻１９７〒811-2313

渡邉　富士男094903

TEL 093-562-0151

（有）エコーエン 7,000 －4008無法

建１大１と１内１機１園１
福岡県北九州市小倉北区真鶴２－５－２４〒803-0844

林　茂亮094913

TEL 092-844-5800

（株）イワシタ 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市城南区別府１－２１－２４〒814-0104

岩下　成久094915

TEL 092-622-7496

（有）庄司工務店 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市東区原田１－２７－４〒812-0063

庄司　輝094918

TEL 093-622-3389

徳丸造園建設 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１園１水１
福岡県北九州市八幡西区穴生１－１８－５－９０２〒806-0049

徳丸　洋二094923

TEL 092-883-3077

（株）マリナホーム 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区下山門２－１３－１６－１０１〒819-0052

矢野　一也094927
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TEL 092-566-6079

Ｋ・Ｎ工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区柏原１－３４－１８〒811-1353

沼田　勝好094931

TEL 0947-42-7474

髙崎組 －4009無個

土１と１
福岡県田川市大字伊田２３３４－１〒825-0002

髙﨑　時宣094936

TEL 092-710-6930

（株）竹澤建設 20,000 －4001無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２防２内２水２解２
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９サンライフ第３ビル８０１号〒812-0013

竹澤　朋之094940

TEL 0948-25-8145

西部建築板金工業 －4010無個

屋１板１
福岡県飯塚市明星寺２２０－１〒820-0022

安永　隆幸094944

TEL 0948-57-0704

福沢建設 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市大隈町９６７－１〒820-0302

福沢　芳弘094946

TEL 093-471-2237

（有）椋本工業 3,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区中貫２－１４－７〒800-0237

椋本　武094952

TEL 0944-76-0672

松藤曻建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町皿垣開５８４〒839-0261

松藤　曻094957

TEL 0944-57-7287

　永建設（株） 10,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市駛馬町１０２〒836-0873

　永　政博094959

TEL 092-926-6160

平島建設 －4011有個

建１
福岡県筑紫野市筑紫駅前通１－２５〒818-0022

平島　秀夫094962

TEL 092-953-5078

野田建設工業（株） 10,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市片縄北８－６－２０〒811-1203

大平　健介094964

TEL 092-953-3840

土谷電業 －4011無個

電１
福岡県那珂川市片縄西４－１１－８〒811-1202

土谷　次昭094965

TEL 092-483-1418

（有）九州フォーテック 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区豊１－８－２０－２〒812-0042

吉永　立094967

TEL 0948-42-6478

曽我設備 －4010無個

電１管１
福岡県嘉麻市平１１３－１〒820-0203

曽我　秀治094980
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TEL 0940-52-0451

長谷川水道設備 －4008無個

土１建１と１管１舗１園１水１
福岡県福津市津屋崎１－２７－４１〒811-3304

長谷川　雄治094988

TEL 092-739-2171

（株）西日本総合リフレッシュ 10,000 －4001無法

建１ガ１具１
福岡県福岡市中央区天神３－１０－１　天神源氏ビル６０２〒810-0001

亀岡　勝善094994

TEL 092-976-0515

久山環境サービス（株） 10,000 －4001有法

土１と１舗１水１
福岡県糟屋郡久山町大字山田字牟田２１４６－１〒811-2502

岩下　二郎094995

TEL 092-621-8016

（株）新輝運輸 10,000 －4001有法

と１機１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２７９６〒811-2304

上田　新一094997

TEL 092-611-3767

（株）マルマサ興業 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区社領２－６－１０〒812-0068

黒圖　希林094998

TEL 092-812-5252

（株）宝松 30,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区羽根戸３０７－１〒819-0038

是松　良彦095000

TEL 092-935-7129

（株）タカハシ 10,000 －4001無法

土１大１と１舗１し１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１８５－２〒811-2112

髙橋　基之095005

TEL 0947-44-7505

（有）にしき建設 30,000 －4009有法

土２建２大２と２塗２防２内２解２
福岡県田川市大字伊加利１４１５〒825-0001

古賀　和光095009

TEL 0930-24-1188

（有）有吉工房 3,000 －4005有法

土１建１
福岡県京都郡苅田町大字新津６３１－１７４〒800-0344

有吉　慎太郎095016

TEL 0947-22-3006

頼光緑地建設 －4009無個

土１園１
福岡県田川郡福智町伊方１３４〒822-1211

髙津　賴光095017

TEL 0942-40-8207

（有）コクト装業 3,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市東合川町１８３－１〒839-0807

黒木　恵095019

TEL 0942-39-4834

興和産業 －4002無個

建１
福岡県久留米市合川町２１０１〒839-0861

嶋田　通臣095021

TEL 0942-47-0262

今村石彫工房 －4002無個

土１と１石１
福岡県久留米市善導寺町飯田６２６－２〒839-0824

今村　州宏095022
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TEL 092-683-1050

（有）巽電気商会 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区御島崎１－５－１２〒813-0005

巽　久成095030

TEL 0944-72-9125

松永企画 －4003有個

建１
福岡県柳川市金納１２－３〒832-0007

松永　智信095039

TEL 0949-43-2008

（有）大協工業 3,000 －4004無法

板１具１
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門２８２４－３５〒807-1306

堂薗　昭夫095040

TEL 092-552-2629

（株）テクノホーム 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区長尾３－１９－１２〒814-0123

川津　雄造095043

TEL 093-616-2633

（株）麻生産業 6,000 －4008有法

土１建１と１鋼１舗１塗１防１解１
福岡県北九州市八幡西区日吉台１－９－１０〒807-0866

麻生　昭秀095054

TEL 092-565-7766

（株）コミプラ 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市南区花畑２－２２－２７〒811-1356

時枝　寛095066

TEL 092-272-1053

（有）深見建設 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区対馬小路２－１－２０４〒812-0020

深見　多美枝095067

TEL 093-931-3312

マルイ造園 －4008有個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県北九州市小倉北区足立２－５－１－２０８〒802-0042

今井　功二095072

TEL 093-472-6916

（有）尾家電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区朽網東２－１５－２４〒800-0232

尾家　浩一095073

TEL 093-618-2940

（有）古川クレーン 3,000 －4008有法

と１機１
福岡県北九州市八幡西区馬場山東１－３－３４〒807-1131

古川　浩嗣095074

TEL 093-652-0223

（有）増田金物 3,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区泉台２－１８－２〒803-0842

増田　亨095076

TEL 093-923-5833

アイエス商事（有） 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区北方３－５３－１３〒802-0841

石川　栄治095077

TEL 093-382-5067

（有）岡本防災 3,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市門司区原町別院８－１７〒800-0037

松本　泰弘095080
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TEL 093-451-1347

（有）池田装備 5,000 －4008無法

塗１防１内１
福岡県北九州市小倉南区徳吉東３－１７－１６〒803-0277

池田　敏郎095082

TEL 0948-22-2724

森組 －4010無個

と１
福岡県飯塚市鯰田７４９－１〒820-0001

森　一成095086

TEL 0946-22-4037

（有）鳶土工井上 3,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉市一木３９６－１〒838-0065

井上　利美095089

TEL 092-681-4317

（有）リフォーム九州 681 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区名島５－１１－１〒813-0043

河上　豊095091

TEL 092-937-1511

山口土木 －4001無個

土１舗１
福岡県糟屋郡志免町片峰中央２－７－８〒811-2200

江川　安喜095094

TEL 092-939-9670

（株）ダイシン 10,000 －4001無法

石１タ１内１機１具１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西４－９－２０〒811-2316

谷口　充幸095098

TEL 093-695-6177

（有）コーシン 3,000 －4008無法

土１と１舗１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区松寿山３－１１－９〒807-0855

中内　信幸095103

TEL 093-614-6553

（有）大佐宮建設 3,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市八幡西区上上津役２－１－６７〒806-0072

大濱　年夫095105

TEL 0942-47-3087

（株）太田工務店 40,000 －4002無法

土２建１と２管２舗２水２
福岡県久留米市善導寺町飯田３８０－８〒839-0824

太田　喜吉095113

TEL 0944-55-7633

（有）エイト工業 5,000 －4003無法

土１建１左１と１舗１水１解１
福岡県大牟田市大字教楽来５８１〒836-0894

塚本　節哉095115

TEL 0944-52-1002

（有）森川塗装工業 5,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大字田隈７３６〒837-0916

森川　英治095116

TEL 0947-46-0843

（株）雅建設 10,000 －4009無法

土１建１と１
福岡県田川郡川崎町大字池尻４７６〒827-0002

福嶋　雅比呂095124

TEL 092-952-2047

（株）三正 20,000 －4011無法

土１と１
福岡県那珂川市仲１－１－２〒811-1253

宮本　明弘095126
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TEL 092-928-5423

（有）佐々木プラネット 3,000 －4011有法

土１と１
福岡県太宰府市三条３－１９－１０〒818-0111

佐々木　語095129

TEL 092-806-5823

（有）池田工業 3,000 －4001無法

管１鋼１
福岡県福岡市西区今津２２８７－４〒819-0165

池田　秀光095131

TEL 093-561-9063

（株）冨重畳襖製作所 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区中井１－３６－５〒803-0836

橋本　亀夫095134

TEL 092-629-6380

（有）アンテック 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区松島３－２－１２〒813-0062

安藤　泰子095147

TEL 0942-39-3211

西日本産業（株） 40,500 －4002有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県久留米市花畑３－３－３〒830-0039

今村　公榮095149

TEL 0944-76-4684

（有）稲又建設 3,000 －4003無法

土１と１し１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾１９０〒839-0253

稲又　曉子095155

TEL 0948-23-2339

熊手組 －4010無個

土１建１
福岡県飯塚市楽市２３７〒820-0074

熊手　勇一095156

TEL 0949-26-1835

（株）野島製作所 5,000 －4004無法

鋼１
福岡県直方市大字感田２７９７－１〒822-0001

野島　啓一095159

TEL 092-565-1261

平成通信工業（有） 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市南区老司５－５１－２４〒811-1346

河上　信子095164

TEL 093-481-0177

エス・ジー・シー開発（有） 3,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市門司区大字猿喰１１５６－１〒800-0102

白江　裕樹095166

TEL 093-474-7700

（株）創電システム 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区長野１－１４－４８〒800-0228

谷口　一弘095167

TEL 092-865-5495

（有）テクニカルワーク 3,000 －4001無法

鋼１板１
福岡県福岡市城南区東油山５－６－２４〒814-0155

佐藤　隆行095171

TEL 092-551-3000

興亜産業（株） 10,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市南区野間２－１２－３１〒815-0041

阿比留　一馬095174
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TEL 092-938-6306

（株）クズハ 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１防１水１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－４－１〒811-2312

森田　純治095175

TEL 0948-72-2358

（有）瓜生産業 3,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県飯塚市馬敷１０６０〒820-0709

瓜生　重春095178

TEL 0948-25-5816

（有）成建産業 5,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市平恒３０６－１〒820-0073

山根　純子095180

TEL 092-565-1430

オフィス・テクノ（株） 10,000 －4001無法

建１左１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市南区老司３－１２－８〒811-1346

山下　優一郎095181

TEL 0943-24-4847

夢工房 －4007無個

建１
福岡県八女市今福１２５６－１〒834-0061

馬渡　希祐095190

TEL 09437-3-3031

（有）田中通信建設 20,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県久留米市田主丸町田主丸６１－２〒839-1233

田中　昭浩095191

TEL 0942-77-5290

（有）大誠設備 3,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県三井郡大刀洗町大字上高橋１４２３－６〒830-1222

久保山　誠095192

TEL 0944-72-8971

近藤建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市東蒲池１５０２－６〒832-0006

近藤　昭浩095193

TEL 0944-63-5704

（有）堤ハウジング 5,000 －4003有法

建１
福岡県みやま市瀬高町大江２３３４－２〒835-0019

堤　貫一095195

TEL 093-603-1398

仲建設（株） 5,000 －4008無法

土１建１管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区御開２－３－１０〒807-0806

仲　嘉久095196

TEL 092-606-0186

（株）千榮 10,000 －4001無法

と１機１
福岡県福岡市東区和白６－６－１０〒811-0202

中村　正道095200

TEL 093-771-0216

（有）永井工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市若松区修多羅２－２８－３〒808-0053

永井　康隆095207

TEL 092-881-0958

（有）遠藤商会 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区福重２－１１－１－１０２〒819-0022

遠藤　孝一095210
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TEL 093-202-9959

緒方工務店 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡水巻町吉田西２－７－１１〒807-0046

緒方　俊広095217

TEL 093-921-8257

（株）北九州ガス燃料 10,000 －4008有法

建１管１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－２－１２〒802-0061

江頭　信太郎095220

TEL 092-514-0700

アイケンテック（株） 10,000 －4001有法

土１建１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１通１水１消１
福岡県福岡市博多区月隈２－９－５〒812-0858

井手　謙一095222

TEL 092-962-0977

（有）冨永造園 5,000 －4001有法

園１
福岡県糟屋郡新宮町夜臼５－１１－１１〒811-0110

冨永　勝095223

TEL 092-952-0655

（株）シンザイ 10,000 －4011有法

建１
福岡県那珂川市大字西畑１３９７〒811-1246

阿比留　孝明095226

TEL 092-404-7755

（株）野﨑組 5,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県筑紫野市大字吉木２４５６－４〒818-0004

野﨑　洋三095229

TEL 092-915-1300

（株）國峰技建 10,000 －4011有法

と１
福岡県大野城市仲畑４－２８－１８〒816-0921

中島　和子095232

TEL 0942-51-8044

（株）キョードー仮設 10,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市上津町２１９２－１６〒830-0052

丸山　泰正095234

TEL 0949-26-6909

（有）サヤ建設 10,000 －4004無法

土１建１
福岡県直方市大字頓野３９２０－２〒822-0002

渡邊　欣子095244

TEL 0949-42-5365

藤野建設 －4004無個

建１
福岡県鞍手郡鞍手町大字木月１４５－１〒807-1303

藤野　和弘095246

TEL 0947-72-5507

（有）征建 3,000 －4009有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１０７〒827-0003

田中　征一095247

TEL 092-922-0607

（有）朝日建機 3,000 －4011有法

と１
福岡県筑紫野市俗明院２－２－２７〒818-0067

平田　啓造095249

TEL 092-592-7611

（有）ハクシン工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区三筑１－７－２９〒812-0887

溝部　靜夫095255
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TEL 0946-24-3741

（株）岡本建設 3,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市三奈木２６０５－７〒838-0023

岡本　宏人095258

TEL 092-622-5600

建大ハウス（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区吉塚２－２－２５〒812-0041

内山　広吉095259

TEL 093-551-2679

桃山開発 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－１９－４１〒802-0023

久保　隆子095262

TEL 093-881-3126

朝日工業 －4008有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市戸畑区三六町１６－２４〒804-0091

吉田　貞雄095266

TEL 093-741-6190

（株）山伸開発 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１井１水１解１
福岡県北九州市若松区大字有毛２２３５－１０〒808-0123

山本　道伸095267

TEL 092-662-6355

（有）スパジオ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区松崎２－１７－５〒813-0035

中村　秀美095272

TEL 092-562-4011

フクパ建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区清水３－２２－２４〒815-0031

栗丸　正文095274

TEL 092-811-6063

（有）松岡工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区室見が丘１－２－２〒819-0030

松岡　和馬095276

TEL 093-742-7003

恵比須建設 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市若松区大字有毛１１３３〒808-0123

山田　剛誓095280

TEL 0947-22-4903

（有）方志工業 3,000 －4009無法

絶１
福岡県田川郡福智町伊方３２６９－１３〒822-1211

方志　隆宏095284

TEL 092-592-0811

（有）エイ・ワイ・テクノ 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区美野島３－２０－１－３１０〒812-0017

安河内　彰095289

TEL 0944-74-3954

（有）伍大建設 23,000 －4003無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県柳川市矢留本町４０３－７〒832-0056

平野　直之095294

TEL 0944-76-4525

（有）昌栄 3,000 －4003無法

と１機１
福岡県柳川市大和町栄２２８－１〒839-0252

髙山　猛095296
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TEL 0944-73-1114

（株）亀山 25,000 －4003有法

と２
福岡県柳川市西浜武９７８－１〒832-0081

亀山　元則095301

TEL 093-751-6283

（有）下村組 3,000 －4008無法

土１左１
福岡県北九州市若松区波打町１０－１８〒808-0013

下村　昭彦095304

TEL 092-282-1707

（有）空間分析 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区中洲中島町４－７〒810-0802

高岸　道弘095314

TEL 093-882-7720

（株）テクノ・ウエスト・ジャパン 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市戸畑区中原西１－１１－９〒804-0011

濱野　博行095319

TEL 093-571-7550

松田土木（株） 50,000 －4008無法

土２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉北区今町３－１７－２９〒803-0862

松田　明095323

TEL 0940-42-0948

（株）松田工務店 10,000 －4008無法

建１
福岡県福津市上西郷９－２〒811-3207

松田　研一095325

TEL 0946-62-0616

（有）小林建設 3,000 －4006無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県朝倉市杷木志波４１１〒838-1521

小林　敏生095329

TEL 0943-77-7009

（株）紀州農材 10,000 －4002有法

と１
福岡県うきは市浮羽町高見１４４１－１〒839-1406

柿本　英一095336

TEL 0930-56-0175

（有）上田建設 3,000 －4005無法

土１
福岡県築上郡築上町大字臼田６１４－１〒829-0302

上田　隆志095340

TEL 0947-63-3172

（有）譲 5,000 －4009有法

土１と１舗１
福岡県田川郡大任町大字大行事４６７８－１４〒824-0512

宮田　芳光095342

TEL 092-207-9716

（有）桶田建設 3,000 －4001有法

左１電１管１
福岡県福岡市早良区東入部２－２８－１５〒811-1102

桶田　拓矢095346

TEL 0947-22-5500

（有）渡辺 5,000 －4009無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡福智町弁城１６３８－２５〒822-1212

渡辺　誠二095349

TEL 093-922-1522

（有）九州建電 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区西水町１１－２１〒802-0812

岩田　幸治095351
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TEL 092-915-2556

（有）エトウ建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区昭南町１－２－２７〒812-0876

江藤　満善095355

TEL 092-410-5409

建築工房　博多屋 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２２１８－２７〒811-0102

博多屋　琢磨095356

TEL 092-263-0060

日本ビルケア（株） 20,000 －4001無法

建２左２と２石２屋２タ２板２ガ２塗２防２内２具２
福岡県福岡市博多区神屋町４－５〒812-0022

山田　秀樹095357

TEL 0948-23-1172

（株）テクノゼック 13,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市川津２０４－１〒820-0067

　田　英史095361

TEL 0949-25-7707

（有）嶋津工業 3,000 －4004無法

鋼１
福岡県直方市大字上境字中尾２６１４－１〒822-0006

嶋津　誠095363

TEL 092-633-3977

高丘（正）組 －4001無個

土１と１石１舗１し１水１
福岡県福岡市東区馬出２－２９－１－２〒812-0054

高丘　哲也095364

TEL 093-771-6816

北九州グリーン清掃（株） 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区響町１－５０〒808-0021

吉村　有希095368

TEL 093-921-1017

（有）ミツミ営繕 3,000 －4008有法

土１建１園１
福岡県北九州市小倉北区片野２－１９－１－１０１〒802-0064

江﨑　良幸095371

TEL 092-593-0772

ワイ・エヌ・ピー（有） 3,000 －4011有法

土１と１舗１塗１
福岡県春日市弥生４－７〒816-0862

中村　由紀男095373

TEL 092-564-6660

（有）青木電気工事 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区花畑２－４５－２８〒811-1356

青木　輝彦095377

TEL 092-589-2412

（有）吉弘工務店 5,000 －4011無法

建１塗１防１
福岡県春日市松ヶ丘３－１９５－３〒816-0843

吉弘　幸三095378

TEL 0942-43-7408

（株）大石土木 20,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県久留米市高良内町４２２〒839-0852

大石　英隆095382

TEL 0942-21-7857

（株）案納工務店 30,000 －4002無法

土２建１と２舗２水２解２
福岡県久留米市高良内町４３３７－１０〒839-0852

案納　清美095383
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TEL 0944-67-0459

（有）菅原商事 5,000 －4003有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県みやま市山川町原町４６１〒835-0115

菅原　竜介095386

TEL 092-561-7456

井組 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区大橋４－１４－３－１０２〒815-0033

井　孝爾095389

TEL 0942-65-5514

（株）エスコム 30,000 －4002無法

土２と２石２電２鋼２舗２し２塗２通１水２
福岡県三井郡大刀洗町大字鵜木１４２４－２０〒830-1224

小田　定明095393

TEL 093-551-8300

（株）ティ・イー・エム 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉北区馬借３－３－３１〒802-0077

萬谷　弘095394

TEL 093-742-6300

（株）環境クリーン 6,000 －4008無法

土１と１管１舗１
福岡県北九州市若松区大字蜑住１３１１〒808-0122

下村　愼一095397

TEL 092-596-7093

山澤産業（株） 10,000 －4011有法

電１機１消１
福岡県大野城市南ヶ丘６－１１－８〒816-0964

山澤　房二郎095405

TEL 092-738-5828

（株）アークブレイン 10,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市中央区赤坂２－６－２３〒810-0042

井手　宏095408

TEL 092-282-3055

大宅工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市博多区対馬小路２－１－９０２〒812-0020

大宅　昭徳095409

TEL 0947-82-3221

（有）押川開発 5,000 －4009有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡添田町大字添田２５２６〒824-0602

押川　一朗095416

TEL 093-619-2766

（株）友和テクノ 10,000 －4008無法

建１塗１防１
福岡県北九州市八幡西区香月中央３－５－１２〒807-1102

池島　一章095421

TEL 0949-52-1103

（株）カナエ 20,000 －4004有法

土２建２と１屋１鋼１塗１防１内１機１具１解１
福岡県宮若市沼口６６０－１〒822-0152

五所　正洋095423

TEL 092-725-3898

（有）九州メンテナンス 5,500 －4001有法

機１
福岡県福岡市中央区港３－４－１８〒810-0075

實藤　諭孝095426

TEL 0930-23-9835

（有）城戸組 5,000 －4005無法

土１
福岡県行橋市大字稲童１７６３〒824-0022

城戸　好光095429
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TEL 0949-42-3302

ノガタ建築工房 －4004無個

建１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延１４４－１６〒807-1305

野方　正信095430

TEL 0943-72-0926

大森商店 －4002無個

と１解１
福岡県久留米市田主丸町地徳２９４１－１〒839-1214

大森　徳彦095432

TEL 093-961-6804

森本商店（株） 10,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉南区横代東町４－３－５〒802-0822

森本　良一095437

TEL 092-725-8892

久保建（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市中央区大名１－５－４〒810-0041

久保　崇弘095440

TEL 092-936-9543

太陽運送（株） 10,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡志免町大字志免９０〒811-2202

森保　信一095441

TEL 093-473-0092

亀川工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区上吉田５－２２－２５〒800-0201

亀川　浩二095443

TEL 093-662-4131

（株）福原材木店 10,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡東区前田３－２－１〒805-0069

福原　俊雄095444

TEL 0979-83-2651

（有）小石組 3,000 －4005無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県豊前市大字八屋１７２９－４〒828-0021

小石　賢一095447

TEL 092-503-2316

はやぶさ産業 －4011有個

と１解１
福岡県大野城市乙金台２－１５－１０〒816-0903

平田　慎二095451

TEL 092-603-0413

（有）和高 3,000 －4001有法

土１と１鋼１
福岡県福岡市東区大岳３－４－１４〒811-0322

西山　和夫095454

TEL 092-591-2830

（株）鷹野材木店 10,000 －4001有法

建１大１
福岡県福岡市南区柳瀬１－５－１２〒811-1321

鷹野　宏典095457

TEL 0944-67-1208

（有）原田工務店 3,000 －4003無法

土１
福岡県みやま市山川町原町３８０－６〒835-0115

原田　一子095461

TEL 093-962-9101

（有）エム・システムズ 3,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区志井４－１０－２２〒803-0985

槇山　暁095462
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TEL 092-582-5110

（有）花菱 3,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市南区日佐２－４－１７〒811-1313

野邑　勝利095467

TEL 092-292-5643

（有）九州ホームリビング 3,000 －4001無法

建１管１
福岡県福岡市東区原田４丁目２３－５〒812-0063

梅津　眞治095471

TEL 0944-72-0504

北原建設 －4003無個

建１内１
福岡県柳川市三橋町柳河９６１－９〒832-0806

北原　覺095477

TEL 0948-82-3033

（有）マルヤマ建装 3,000 －4010有法

内１
福岡県飯塚市仁保４７６－２〒820-0115

丸山　亮095480

TEL 092-985-5822

（有）三栄テクノ 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市早良区小田部３－１３－２２〒814-0032

宗　寛二095481

TEL 092-561-1974

（株）大成工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区長住６－１０－２〒811-1362

是松　綾子095483

TEL 0948-57-3876

石山技建 －4010無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県嘉麻市牛隈２１３０－１８－３０１〒820-0301

石山　哲成095486

TEL 0949-43-2000

（有）日向建設 3,000 －4004無法

土１建１大１
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門６７３〒807-1306

日向　裕明095487

TEL 0940-34-3181

（有）福創緑地建設 3,000 －4008無法

園１
福岡県福津市八並５９９－１〒811-3201

岡本　優095492

TEL 0946-22-4677

矢野建設工業（株） 40,000 －4006無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県朝倉郡筑前町依井１７０２－１〒838-0813

矢野　雅宏095493

TEL 0946-62-0824

時川建設（有） 3,000 －4006無法

建１大１と１屋１タ１鋼１筋１内１解１
福岡県朝倉市杷木林田１１３６－１〒838-1506

時川　貴紀095494

TEL 0946-24-4372

（有）桑野造園 4,000 －4006無法

園１
福岡県朝倉郡筑前町高田９０９〒838-0814

桑野　正道095496

TEL 0942-33-7711

（株）アソート 40,000 －4002無法

建２内２
福岡県久留米市城南町５－７〒830-0022

森光　徹095497
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TEL 092-931-1011

（有）フクマル 10,000 －4001有法

と１具１
福岡県糟屋郡宇美町若草３－５－５〒811-2124

時任　達也095500

TEL 0949-32-1080

池本工業 －4004無個

管１鋼１
福岡県宮若市鶴田１７９４－８４〒823-0002

池本　慶男095502

TEL 093-701-9955

（有）優晃建設 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市若松区本町１－１１－１－１３０３〒808-0034

熊谷　哲也095506

TEL 093-661-8606

（有）マイド塗装工業 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区大宮町１４－８〒805-0003

正内　春男095509

TEL 0949-32-1606

古賀山電興（株） 8,000 －4004無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１通１水１解１
福岡県宮若市上大隈４５０－１１７〒823-0005

古賀山　幹彦095515

TEL 0943-22-5465

（有）スミ設備工業 8,000 －4007無法

土１管１舗１水１
福岡県八女市川犬１３４９－１〒834-0053

角　浩一郎095517

TEL 0942-53-7742

神楽設備 －4007無個

管１
福岡県筑後市大字熊野２３１－１１〒833-0055

古賀　久人095520

TEL 0944-54-1311

坂田電設 －4003無個

と１
福岡県大牟田市柿園町１－１－１５－２－１２０２〒836-0801

坂田　松美095522

TEL 092-804-4346

（有）原建設 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市早良区内野１－９－１８〒811-1123

原　政敏095523

TEL 092-801-5449

（有）諸藤電気商会 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区次郎丸２－３３－４７〒814-0165

諸藤　典之095524

TEL 093-691-4720

ビーエル －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区光明２－３－１－６１０〒807-0824

山下　信秀095528

TEL 093-602-0368

電創社 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区本城東１－１４－３０〒807-0815

藤井　勝秀095530

TEL 093-341-8168

（有）オガタ 3,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市門司区白野江４－２１－３１〒801-0802

緒方　一志095532
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TEL 092-936-2948

和田装業（株） 10,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡志免町桜丘３－５－２〒811-2201

和田　隆徳095537

TEL 093-562-1721

（有）森永電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区日明３－２－３６〒803-0831

森永　康彦095539

TEL 093-603-6031

（有）インテック 5,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区御開５－７〒807-0806

田端　源明095542

TEL 093-631-0998

（有）三江商事 3,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡西区穴生４－１－１１〒806-0049

江藤　元樹095543

TEL 0942-72-9052

（有）いでがみ電気 3,000 －4002無法

電１
福岡県小郡市干潟６２６－６〒838-0112

井手上　重孝095547

TEL 0942-77-1009

平戸技建 －4002有個

大１
福岡県三井郡大刀洗町大字甲条１０６７－１〒830-1212

平戸　正幸095548

TEL 09437-2-3423

（有）橋本緑園 3,000 －4002無法

園１
福岡県久留米市田主丸町志塚島７９７〒839-1222

橋本　公輔095549

TEL 0942-52-0162

（有）成和建設 5,000 －4007有法

建１
福岡県筑後市大字鶴田８６０－３〒833-0007

橋本　満成095551

TEL 092-931-1299

（有）トゥービック 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂２－３３－１０〒811-2103

髙田　政喜095553

TEL 0944-76-0334

（有）大津建設 4,000 －4003無法

建１
福岡県柳川市大和町栄３２０－２〒839-0252

大津　篤志095556

TEL 0942-52-5211

（有）なかじま屋 5,000 －4007無法

電１管１
福岡県筑後市大字西牟田６３９３－９〒833-0053

中島　龍美095558

TEL 092-410-4622

（有）大西エアーサービス 3,000 －4001有法

電１管１機１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口４１７－５〒811-0102

大西　將太095566

TEL 093-282-5299

池田フロアー －4008無個

左１
福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉１８３－１〒811-4205

池田　剛095568
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TEL 093-923-5491

（有）石塚工業 3,000 －4008無法

と１管１
福岡県北九州市小倉北区吉野町１３－２〒802-0085

石塚　誠一095569

TEL 093-682-1556

（有）山下住建 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡東区山王２－１７－９〒805-0017

山下　耕平095571

TEL 0942-22-2157

（有）明邦電設 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市国分町６３４－３〒839-0863

平野　照明095580

TEL 092-471-4118

（有）ダイワネオン電飾 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区竹下１－２３－２〒812-0895

吉住　浩治095584

TEL 092-323-1923

（有）九州運搬機器 3,000 －4001有法

機１
福岡県糸島市前原東３－１５－２３〒819-1119

坂本　定光095585

TEL 093-883-6122

（有）陣原重建 3,000 －4008有法

土１と１舗１解１
福岡県北九州市八幡西区椋枝１－５－７〒807-1115

陣原　静一095587

TEL 093-617-7244

北州電建（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区香月西４－２－１６〒807-1103

中村　佳代095589

TEL 092-957-6206

（有）芦田工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂１－２－１１〒811-2103

芦田　健剛095590

TEL 092-586-4500

（有）中村設備 5,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市博多区諸岡４－３６－４〒816-0094

中村　博095592

TEL 092-504-6616

（株）エアーロードテック 10,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市御笠川１－１０－１２〒816-0912

中野　孝治095594

TEL 092-861-9085

（株）原口建設 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市城南区七隈５－１０－１０〒814-0133

原口　義彦095595

TEL 092-629-4710

小川畳店 －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区東平尾２－８－２２〒812-0853

小川　幸男095596

TEL 093-681-0280

（有）旭産業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡東区諏訪２－４８－１〒805-0006

岩本　力095598
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TEL 093-582-5830

（有）山田工務店 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区篠崎５－２１－１３〒803-0861

山田　義勝095602

TEL 092-801-6292

（有）新電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区原７－２６－３５〒814-0022

新ヶ江　誠095604

TEL 092-892-9030

（株）かとう 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区下山門１－２６－１７－１０２〒819-0052

加藤　秀一095605

TEL 092-411-0666

エム・ティ・エスひかり（株） 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区美野島３－１４－５〒812-0017

嵜村　仁志095606

TEL 0942-47-3171

井上アルミ工業（株） 10,000 －4002無法

大１ガ１塗１防１内１具１
福岡県久留米市善導寺町木塚２３５－５〒839-0822

井上　弘　095607

TEL 0944-57-5167

（有）清田建設 3,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市大字久福木６３１〒837-0915

清田　正夫095608

TEL 0942-53-1022

河野組 －4007無個

土１建１
福岡県筑後市大字西牟田３４８２〒833-0053

河野　精二095610

TEL 0944-33-1161

（有）おばた 5,000 －4003有法

建１
福岡県三潴郡大木町大字大角１７００－１〒830-0403

小畠　裕司095613

TEL 093-563-3330

（有）彩装 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区真鶴１－１２－２５〒803-0844

鬼塚　真一095614

TEL 093-473-6375

天光電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区長野１－１７－２８〒800-0228

山下　正次095615

TEL 093-452-1675

（有）平田建築 3,000 －4008無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区長尾３－４－１６〒803-0274

平田　久美雄095616

TEL 0947-44-1509

（有）共栄設備 5,000 －4009無法

土１と１管１鋼１水１消１
福岡県田川市大字夏吉３０６４〒825-0004

山﨑　照幸095617

TEL 0949-28-2354

澤﨑設備工業 －4004無個

土１管１水１
福岡県直方市大字上新入１９２９－８〒822-0033

澤﨑　一利095619
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TEL 0947-45-8839

（有）泰成工務店 5,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町伊方３０２０〒822-1211

仲村　泰彦095620

TEL 0949-33-2580

（株）創都 25,000 －4004無法

土２と２管１鋼２舗２水２解２
福岡県宮若市下有木３８０－１〒823-0014

芳司　健一095623

TEL 0948-57-1990

（株）縄田建設 10,000 －4010有法

土１と１舗１水１
福岡県嘉麻市馬見６４９〒820-0321

縄田　重宣095624

TEL 092-861-7903

（有）大原建築事務所 8,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区七隈４－１０－２１〒814-0133

大原　大作095625

TEL 092-558-9975

アスミテクノ（株） 10,000 －4001無法

土１と１塗１
福岡県福岡市博多区春町１－２－２４〒812-0872

村上　宜隆095631

TEL 0942-65-5401

（有）佐藤工務店 3,000 －4007有法

建１
福岡県八女郡広川町大字広川１５２２－３〒834-0121

佐藤　誠次095641

TEL 0949-33-4607

（株）ケイ・アイ・エイチ 3,000 －4004有法

土１と１解１
福岡県宮若市鶴田１５７９－３〒823-0002

平昌　加津男095644

TEL 0948-25-7732

（有）ダイワ産業 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市横田６６－５〒820-0044

松山　朝美095645

TEL 092-874-7385

（株）采建築社 20,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市早良区野芥４－４５－５１〒814-0171

野村　直樹095646

TEL 092-872-8300

明和技研（有） 3,000 －4001無法

建１管１
福岡県福岡市早良区大字西字下廣瀬１７７８－１〒811-1131

川元　浩明095647

TEL 0944-50-0611

（有）サカ建工業 3,000 －4003無法

土１と１
福岡県大牟田市大字吉野６９８〒837-0904

坂井　貞095651

TEL 0942-77-2258

緑地建設栁園芸場 －4002無個

園１
福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋３９３５－１〒830-1225

栁　和昭095655

TEL 092-891-5762

（株）チズ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区拾六町５－４－５〒819-0041

鶴橋　千津香095662
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TEL 093-602-4279

（株）水生プラント 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区力丸町１－３０〒807-0802

竹山　哲也095665

TEL 093-282-1401

（有）サンエイ建設 8,000 －4008無法

土１建１と１舗１水１
福岡県遠賀郡岡垣町吉木西２－１１－６〒811-4242

廣田　光則095672

TEL 092-322-3804

井上ホーム －4001無個

建１
福岡県糸島市多久３５０－４〒819-1134

井上　玄通095674

TEL 092-927-1373

（有）博栄建設工業 7,000 －4011無法

土１と１舗１水１
福岡県筑紫野市大字諸田３８６－４〒818-0065

白石　忠昭095676

TEL 092-682-1382

（有）佐々本工業 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区香椎駅前１－５－１９－１１０１〒813-0013

佐々本　一道095679

TEL 092-565-5744

（有）田中工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区老司３－２０－９〒811-1346

田中　淳次095681

TEL 0944-51-7820

永親建設工業（有） 10,000 －4003無法

土１建１と１解１
福岡県大牟田市沖田町４５－３〒836-0091

永松　真二095682

TEL 0942-54-9021

（有）三立工業 3,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市三潴町西牟田４４３７－１〒830-0111

永江　信一095684

TEL 092-408-5499

創英建設（有） 3,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市阿志岐２４３０－１８〒818-0011

宮　　英明095692

TEL 093-644-2228

成斗建設（株） 30,000 －4008有法

土１建２と１石１鋼２舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区黒崎３－５－１２　ＳＥＩＴＯビル５Ｆ〒806-0021

船曳　憲一095694

TEL 093-654-2018

（有）カネソウ 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡東区石坪町１－１６－１０１〒805-0021

金木　龍一095695

TEL 093-322-2800

九建（株） 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区風師３－８－２１〒801-0801

藤井　峰明095698

TEL 092-801-1690

（株）西部硝子工業 10,000 －4001無法

ガ１具１
福岡県福岡市早良区田村１－１８－２９〒814-0175

平塚　要子095699
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TEL 092-963-3243

ライズ（有） 3,000 －4001無法

建１内１具１
福岡県糟屋郡新宮町美咲２－２１－１２〒811-0121

尾園　達矢095700

TEL 092-451-6680

ニチゾウ九州サービス（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１〒812-0011

土橋　一幸095701

TEL 0949-33-3314

（有）建興 5,000 －4004無法

土１と１舗１
福岡県宮若市宮田１３８８－１〒823-0011

松本　徹也095704

TEL 0930-24-8860

（有）サンライフホーム 3,000 －4005無法

土１と１
福岡県京都郡苅田町大字葛川４０４－５〒800-0338

太田　勝行095705

TEL 0940-42-9911

（有）明永建設 40,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県福津市中央１－３－５〒811-3217

金子　佳史095706

TEL 093-202-2588

仮屋土建工業 －4008無個

土１と１舗１し１水１
福岡県遠賀郡水巻町吉田西１－６－２７〒807-0046

仮屋　正一095711

TEL 0942-46-7607

（有）フォーライフ 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市津福本町１７７９－４〒830-0047

緒方　幸正095715

TEL 0944-72-0305

（有）エムアイ装飾 3,000 －4003無法

内１
福岡県柳川市大浜町６４１－３〒832-0053

伊藤　守人095717

TEL 0944-54-5030

山下住建 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字田隈７３－３２〒837-0916

山下　正美095719

TEL 0943-52-2720

（株）星野民藝 20,000 －4007有法

建１
福岡県八女市星野村１１６６２－１１〒834-0201

竹内　主直095720

TEL 093-371-2311

山田土建（株） 20,000 －4008有法

土２建１と２石２鋼２舗２し２園２水２解２
福岡県北九州市門司区中二十町６－２３〒800-0023

山田　浩一095722

TEL 092-406-5070

（株）中村建築工房 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区野方２－１３－５〒819-0043

中村　茂隆095725

TEL 092-473-8440

（有）若宮総合設備 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区那珂２－１３－１－２０３〒812-0893

藤野　晃一郎095728
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TEL 0940-33-7018

（有）ハナダ建装 5,000 －4008無法

塗１
福岡県宗像市城西ヶ丘５－２－１０〒811-3404

花田　蔵人095729

TEL 092-551-8331

（有）ミズタ硝子店 3,000 －4001無法

ガ１具１
福岡県福岡市城南区長尾３－１５－３２〒814-0123

水田　高史095730

TEL 0947-32-3618

小松建築 －4009無個

建１
福岡県田川郡香春町大字柿下４６７－２０〒822-1404

小松　義美095731

TEL 0948-23-3462

千代田鉄筋 －4010無個

筋１
福岡県飯塚市庄司９３－５〒820-0051

千代田　正095735

TEL 0947-44-0066

（株）フソウ 20,000 －4009有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県田川市大字奈良１７７９－５〒826-0043

梅野　久095737

TEL 093-475-9262

（有）プロテイク 4,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉南区下吉田３－１２－６〒800-0203

占部　賀津明095738

TEL 093-791-5784

九州ニッケミ（株） 5,000 －4008有法

管１塗１
福岡県北九州市若松区南二島２－１９－５〒808-0109

伊藤　尚之095739

TEL 093-671-0581

三訓産業（有） 3,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市八幡東区上本町２－１１－６〒805-0018

宮部　直095740

TEL 0942-26-0182

鉄建工業（株） 10,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市藤光町９１０－２〒830-0054

石本　鉄也095742

TEL 0942-44-1689

中村塗装 －4002無個

塗１
福岡県久留米市山本町豊田２４２０－３〒839-0827

中村　勝志095745

TEL 092-504-8381

福岡旭テクノス（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区金の隈２－１－４０〒812-0863

桒野　博幸095747

TEL 093-612-3976

英建 －4008無個

土１建１園１
福岡県北九州市八幡西区塔野２－１４－５〒807-0085

今田　政隆095749

TEL 093-221-4155

（有）ひびき設備工業 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿１０２７－８〒807-0141

冨永　秀晴095753
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TEL 0944-33-1113

森光興業 －4003無個

と１解１
福岡県三潴郡大木町大字大角６３０〒830-0403

下川　博文095757

TEL 0942-52-1302

光電気 －4007無個

電１
福岡県八女郡広川町大字広川２１１９－５〒834-0121

久保　光弘095759

TEL 0944-62-5589

水雄工業 －4003無個

土１と１石１
福岡県みやま市瀬高町文廣１９４５－５２〒835-0022

水落　年雄095760

TEL 092-935-1970

（有）福岡クリエイト 3,000 －4011有法

内１具１
福岡県筑紫野市二日市中央５－１４－１７プラウオフィス２Ｂ〒818-0072

丸山　敏哉095761

TEL 092-915-4150

イトケンテクノ（株） 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市南区的場１－２４－３〒811-1314

伊藤　幾太郎095766

TEL 0946-21-0267

田中組 －4006無個

大１
福岡県朝倉郡筑前町栗田９６３－１１〒838-0801

田中　勇雄095767

TEL 092-589-6616

（株）アネッツ・テレサポート 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市南区横手４－９－７〒811-1311

森口　一寛095768

TEL 092-861-5659

日京技建 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区田隈３－１３－２〒814-0174

横溝　文生095770

TEL 092-938-2459

（有）新恵商店 5,000 －4001無法

土１舗１水１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原３丁目５番１９号〒811-2315

新恵　誠095771

TEL 092-874-8500

（有）ユウデン 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区原８－４０－１２－１〒814-0022

嶋田　憲王095772

TEL 092-881-9078

（有）飯田工業 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市西区姪浜１－１０－１－７０２〒819-0002

飯田　幸康095773

TEL 093-693-9016

アンドウ断熱（有） 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区則松６－２０－２２〒807-0831

安藤　明水095774

TEL 0944-54-2948

（有）アメリカン 5,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市大字田隈３９－３〒837-0916

大佐古　一夫095779
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TEL 093-383-2268

（有）ジャパン・トータルサービス 4,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区片野４－１４－２－１０２〒802-0064

楠　健太郎095780

TEL 0948-65-5950

（有）福岡建材 5,000 －4010有法

土１建１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師１１８７－９〒820-0607

松下　恵美子095782

TEL 0948-24-0077

（有）フジタ 15,000 －4010有法

土１建１管１
福岡県飯塚市花瀬２４〒820-0045

　田　保浩095783

TEL 0948-72-4566

（有）栄建設 3,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市大分１４３８－２〒820-0712

前山　幸一095784

TEL 092-572-5158

エム・イー・ケーサービス（株） 12,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市博多区板付５－９－１８〒812-0888

真名子　新也095786

TEL 092-515-0653

（有）フルヤ内装 3,000 －4011無法

内１
福岡県春日市松ヶ丘３－９７〒816-0843

古屋　大輔095787

TEL 092-574-8833

ビジョンクリエイト －4001無個

内１
福岡県福岡市南区日佐２－１７－１６〒811-1313

城本　毅彦095788

TEL 0946-62-2456

（有）白石建設 3,000 －4006無法

建１大１
福岡県朝倉市杷木大山１０９４－１〒838-1503

白石　隼人095791

TEL 093-871-5255

長門屋畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市戸畑区天神１－８－３２〒804-0094

中山　重則095795

TEL 092-565-5821

（有）浪﨑工業 3,000 －4001無法

石１タ１
福岡県福岡市南区老司５－４０－１１〒811-1346

浪﨑　啓輔095800

TEL 0947-44-6326

（有）渡邊工業 5,000 －4009無法

建１鋼１
福岡県田川郡川崎町大字池尻１２０－２〒827-0002

渡邊　輝美095802

TEL 0947-28-3315

大新産業（株） 10,000 －4009有法

機１
福岡県田川郡福智町上野１４７１〒822-1102

上田　新治095803

TEL 092-472-7331

（株）南陽 1,181,875 －4001有法

機２
福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－８〒812-8556

武内　英一郎095807
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TEL 093-693-9457

（有）翔鷹技建 10,000 －4008有法

土１建１大１と１舗１内１水１解１
福岡県北九州市八幡西区則松東１－１０－１０〒807-0837

羽矢　文人095810

TEL 0942-77-1137

（株）高野環境 3,500 －4002有法

し１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈３５０－１〒830-1226

高野　清隆095812

TEL 092-935-6431

（有）シゲマツ 3,000 －4001有法

内１
福岡県糟屋郡志免町志免中央１－１１－８〒811-2244

重松　恒雄095817

TEL 092-951-2323

（株）ピー・エス・エビサワ 10,000 －4011無法

左１石１タ１内１
福岡県那珂川市恵子４－１３－１３〒811-1255

海老澤　功095818

TEL 092-922-3586

輝翔設備（株） 3,000 －4011無法

土１建１管１舗１水１
福岡県筑紫野市大字天山５２４－１〒818-0012

土師　浩美095824

TEL 092-586-0586

（株）アイシン 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区三筑１丁目３－５〒812-0887

小吹　昭浩095826

TEL 092-589-4616

（有）ケイズ・ユー 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区南八幡町１－１－２２〒812-0886

阿比留　　彦095837

TEL 092-871-7694

（有）花田庭石 3,000 －4001有法

土１園１
福岡県福岡市城南区片江３－３７－９〒814-0142

花田　貫一095846

TEL 0944-31-7007

（有）塚本土建 3,000 －4003無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県大牟田市平原町１３０〒836-0813

塚本　優095849

TEL 092-938-6642

（株）スイケン 10,000 －4001有法

管１機１
福岡県糟屋郡粕屋町原町４－１３－５〒811-2307

塚本　泰博095852

TEL 092-761-6182

システムラボラトリー（株） 34,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区那珂２－５－１〒812-0893

松永　淳095853

TEL 092-662-1116

（有）磯本設備 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区舞松原６－３３－２５〒813-0042

磯本　博095854

TEL 092-566-3310

（有）三電 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区桧原７－５０－１〒811-1355

田代　榮次095855
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-42-2510

（有）塩入工務店 3,000 －4008無法

建１大１左１屋１タ１内１
福岡県福津市花見が丘２－２－１〒811-3214

塩入　学095858

TEL 0947-44-2335

（株）上田廣士本店 10,000 －4009有法

土１管１水１消１
福岡県田川市大字糒８２４－７〒825-0005

上田　正廣095865

TEL 093-434-5799

（有）匠建スクエア 6,500 －4005有法

土１と１鋼１舗１水１解１
福岡県京都郡苅田町富久町１－１－１５－２Ｆ〒800-0352

波野　祐二095866

TEL 093-922-5591

（株）村上開発機工 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－３－３〒802-0061

村上　隆志095867

TEL 093-481-2262

寺下畳襖店 －4008有個

内１
福岡県北九州市門司区恒見町２２－２２〒800-0116

寺下　卓095868

TEL 092-607-2135

（株）フクヨウ社 30,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市東区和白丘３－３７１〒811-0213

古賀　圭一郎095869

TEL 092-804-3611

一大電気工事店 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区東入部２－２１－１〒811-1102

樋口　誠095870

TEL 092-622-7377

（株）三森屋 48,000 －4001有法

建２電１内２
福岡県福岡市東区原田１－４５－１４〒812-0063

森　満俊095874

TEL 0944-76-0829

（有）野田設備 3,000 －4003無法

土１管１水１
福岡県柳川市大和町皿垣開１５６３〒839-0261

野田　葵095876

TEL 0947-45-7355

財銀土木 －4009無個

土１
福岡県田川市桜町１４－１６〒826-0021

財前　信之095878

TEL 0944-33-0868

モリタインテリア工業（株） 80,000 －4003有法

建１内１
福岡県三潴郡大木町大字横溝５００〒830-0405

森田　愼一郎095880

TEL 0949-42-4561

（有）團上鉄工産業 3,000 －4004無法

と１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２２６４－１０１〒807-1312

團上　誠二095885

TEL 0947-42-8192

小林建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川市大字弓削田１６３４〒826-0041

小林　秀樹095886



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

684頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-52-2604

樋口建設 －4004無個

建１
福岡県宮若市金丸３５１－８〒822-0111

樋口　信昭095887

TEL 0930-56-0221

久保畳襖店 －4005無個

内１
福岡県築上郡築上町大字椎田７９３－７〒829-0301

久保　智路095889

TEL 093-473-5108

東和総業 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉南区葛原５－６－１－３〒800-0251

松尾　剛095893

TEL 092-921-4431

山口緑化建設（有） 3,000 －4011無法

土１
福岡県筑紫野市二日市西１－１３－１４〒818-0071

山口　豊095904

TEL 092-863-5619

（株）工野建設 10,000 －4001無法

建１大１内１具１
福岡県福岡市早良区野芥４－４６－２〒814-0171

工野　司095912

TEL 092-871-3077

（有）木下瓦工業 5,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市城南区樋井川２－１－３７〒814-0153

木下　驍095913

TEL 093-475-1250

山田興業 －4008有個

土１
福岡県北九州市小倉南区下曽根２－１－１１〒800-0217

山田　寿満095917

TEL 092-811-4236

（有）楓工業 5,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市西区大字金武９０８－１〒819-0035

平　誠095928

TEL 092-626-1055

（有）澤田工業 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市博多区吉塚６－１０－２４－４０９〒812-0041

澤田　恵一095930

TEL 0947-62-3345

和廣総業 －4009有個

土１建１と１管１解１
福岡県田川郡赤村大字内田字小柳山２２２３－８１〒824-0432

春本　和彦095932

TEL 0947-45-3875

カスガ消防特機 －4009無個

消１
福岡県田川市春日町１１－２７〒826-0026

中川　俊文095933

TEL 093-952-5742

（有）辰空調工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区北方３－５３－１３〒802-0841

平海　辰夫095937

TEL 093-474-5008

シズカ産業（有） 3,000 －4008無法

管１機１消１
福岡県北九州市小倉南区長野１－４－４０〒800-0228

尾﨑　憲治095938



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

685頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-953-6388

（有）ピュアクリエイト 3,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１
福岡県北九州市小倉北区熊谷４－２－３〒803-0864

野村　鎮雄095939

TEL 0942-64-2790

中島建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市三潴町西牟田７９４－１〒830-0111

中島　宗広095940

TEL 092-811-9388

（有）福王 10,000 －4001無法

電１管１内１
福岡県福岡市早良区四箇１－２３－１７〒811-1103

山内　孝一095943

TEL 092-551-6094

溝江建具産業（株） 10,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市南区寺塚１－１７－６〒815-0074

溝江　武喜095944

TEL 0947-85-9923

恒政工業 －4009無個

管１
福岡県田川郡福智町金田１６２２－１〒822-1201

谷　政也095945

TEL 092-954-0887

シーエステック（株） 10,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市仲１－７４－１〒811-1253

田村　伸一095946

TEL 093-613-5305

（有）柴田技建 4,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区上上津役２－２３－９〒807-0072

柴田　和典095949

TEL 093-613-6324

（有）豊徳建設工業 3,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区小嶺台４－５－８〒807-0082

河野　里香095950

TEL 0948-82-3777

佐藤鉄筋工業 －4010無個

筋１
福岡県飯塚市多田１０５〒820-0116

佐藤　光男095951

TEL 0949-24-1886

（有）義金建設 3,000 －4004有法

土１
福岡県直方市大字中泉１３１０〒822-0011

篠﨑　義金095952

TEL 093-701-8850

（有）平島電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県中間市中央４－１６－２９〒809-0030

平嶋　繁秋095966

TEL 092-936-1020

（有）スズカ技研 3,000 －4001無法

板１具１
福岡県糟屋郡志免町王子３－１４－７〒811-2209

野瀬　健嗣095967

TEL 092-894-3030

（株）鈴建ワークス 50,000 －4001無法

土１建２と１電１管１鋼１舗１塗２解２
福岡県福岡市西区姪の浜４－１４－２５－２０１〒819-0002

鈴木　愼二郎095971



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

686頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-606-1000

（有）福博グリーン 4,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市東区和白丘２－２０－３０〒811-0213

永松　和登095972

TEL 092-558-8755

（有）ファシリティー九州 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区浦田２－１－９〒812-0861

西川　隆志095974

TEL 092-722-5000

（株）ファミリー 20,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市中央区天神５－７－１〒810-0001

橋本　大輔095975

TEL 092-504-5617

（有）大平実業 3,000 －4011有法

土１と１舗１
福岡県大野城市大城１－２４－１０〒816-0911

佐倉　秀正095977

TEL 093-661-2883

（有）宮本工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡東区祇園原町８－２４〒805-0066

宮本　一充095980

TEL 092-526-1822

（株）ニック 10,000 －4001有法

建１屋１鋼１板１ガ１塗１防１具１
福岡県福岡市中央区清川２－１７－１５〒810-0005

木下　公二095986

TEL 0943-24-8820

コジオ造園 －4007有個

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県八女市稲富５〒834-0047

小塩　満浩095992

TEL 0943-22-3777

（株）八女鉄筋工業 3,000 －4007無法

筋１
福岡県八女市北田形５５８〒834-0021

平島　豊喜095993

TEL 092-513-8400

（有）パワートレンド 3,000 －4011無法

石１タ１
福岡県大野城市仲畑４－２２－１８〒816-0921

古野　修治095998

TEL 0949-42-6620

北九州計装（株） 10,000 －4004無法

電１管１機１水１消１
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門２９３１－２〒807-1306

山﨑　二三096000

TEL 0948-24-2288

髙野建設 －4010無個

土１
福岡県飯塚市川津２１６－１〒820-0067

髙野　秀夫096001

TEL 0949-32-3409

（有）舟越土木 5,000 －4004無法

土１建１水１
福岡県宮若市龍徳７０７－６〒823-0001

舟越　和代096003

TEL 0942-52-8222

江島建設 －4007有個

建１
福岡県筑後市大字蔵数６２〒833-0054

江島　康男096007



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-512-8451

（有）森岡進デザイン事務所 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区長住５－４－１４〒811-1362

森岡　進096008

TEL 093-282-4770

（株）シラエ 3,000 －4008無法

塗１
福岡県遠賀郡岡垣町吉木西１－１２－２〒811-4242

白江　鉄也096009

TEL 093-283-3822

浜設備 －4008無個

管１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台４－１０－２〒811-4215

濱　繁輝096013

TEL 093-551-9009

（有）プロテクト 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉北区赤坂２－１－２３－１３０１〒802-0032

衛　健久096014

TEL 0948-21-8823

（株）直方建材 30,000 －4010有法

建２
福岡県飯塚市川津６９３－４７〒820-0067

杷野　秀治096017

TEL 092-986-0747

ユニオンウッズ －4011無個

内１
福岡県那珂川市恵子６－８－１０〒811-1255

菊池　紀彦096020

TEL 093-341-0164

（有）吉永工業 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市門司区白野江３－７－５〒801-0802

松尾　伸介096022

TEL 093-201-8437

（有）第一建設 3,000 －4008無法

土１と１石１水１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊３－２－３３〒807-0001

金本　悟096023

TEL 093-592-9600

（株）関門船舶軌構 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区平松町４－３〒803-0832

市野　秀久096024

TEL 0942-52-8475

（株）松尾農材 10,000 －4007無法

建１鋼１
福岡県筑後市大字熊野１３８３－４〒833-0055

松尾　忠義096031

TEL 0943-32-8660

（有）中島電工 3,000 －4007無法

電１
福岡県八女郡広川町大字日吉１３６－１〒834-0111

中島　徹096033

TEL 093-701-6063

（有）昌平工業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区用勺町１５－４０〒808-0077

上野　敏秀096040

TEL 092-432-8280

明光電機（株） 10,000 －4001有法

電１管１通１
福岡県福岡市博多区半道橋２－１３－３４〒816-0097

森山　靖子096041



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-811-2786

（有）いずみ泉谷建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区大字吉武３９９〒819-0036

泉谷　春二096045

TEL 093-761-6318

北新工業 －4008無個

鋼１機１
福岡県北九州市若松区修多羅２－２８－５〒808-0053

福永　聡096046

TEL 093-513-5825

（有）鶴嶋工業 4,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区足原１－６－２４〒802-0043

鶴嶋　宏文096047

TEL 093-652-3447

（有）誠興機工 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市八幡東区中尾３－２２－１４〒805-0025

川満　勝俊096048

TEL 093-282-0170

（有）竹石石材工業 3,000 －4008無法

石１
福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切１２０９－２〒811-4222

中村　君子096050

TEL 093-451-0821

松井プランテック（株） 50,000 －4008無法

土１と１電２管１鋼１機１水１消１
福岡県北九州市小倉南区長尾４－１－１２〒803-0274

松井　由希096055

TEL 093-245-2284

（有）むらた水工 20,000 －4008無法

土１管２水１
福岡県中間市中央５－５－１２〒809-0030

宮田　寛規096056

TEL 093-931-1490

（株）石倉 10,000 －4008無法

管１機１消１
福岡県北九州市小倉南区湯川２－９－１４〒800-0257

藤岡　三雪096057

TEL 093-681-3077

（株）ニューロン 10,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市八幡東区諏訪２－１１－１２〒805-0006

那須野　美道096058

TEL 0947-42-7500

インテリアの大幸 －4009無個

内１
福岡県田川市番田町１－３７〒825-0018

梅林　国治096063

TEL 0930-22-0814

（株）誠建設 30,000 －4005無法

土２建２と２石２管２鋼２舗２し２塗２防２水２解２
福岡県京都郡苅田町大字与原７５２－２〒800-0323

沖永　誠司096064

TEL 0947-82-3299

吉富建築 －4009無個

建１
福岡県田川郡添田町大字添田２２３５－１２〒824-0602

吉富　英喜096068

TEL 0948-82-3331

松岡鉄筋 －4010無個

筋１
福岡県飯塚市多田８８－１２７〒820-0116

松岡　明096069
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TEL 092-812-0721

（有）坂本産業運輸 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市西区野方３－３７－２５〒819-0043

坂本　年弘096073

TEL 0944-87-6222

　まるよし建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字坂井４０４〒831-0025

田中　義光096080

TEL 093-701-3347

（有）山竜組 6,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市若松区大字頓田１８５－１〒808-0112

山田　真弘096081

TEL 093-283-0779

北陽工業（有） 3,000 －4008無法

防１機１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台４－９－１４〒811-4215

坂口　義哉096084

TEL 092-409-0735

（株）兼山組 50,000 －4001無法

土２建２と２舗２し２水２解２
福岡県福岡市博多区空港前２－２－２２〒812-0002

兼山　博096089

TEL 092-804-1133

（有）未来計画 7,000 －4001無法

大１左１と１屋１タ１塗１防１
福岡県福岡市早良区重留５－５－３３〒811-1101

中村　守096090

TEL 092-741-1519

清水商店 －4001無個

内１
福岡県福岡市中央区警固１－６－４８〒810-0023

清水　平昭096093

TEL 092-323-2132

（株）エビス工業 5,000 －4001無法

土１建１と１管１鋼１舗１水１
福岡県糸島市油比５２２－１〒819-1115

鳥越　實096094

TEL 092-327-1631

宗製作所 －4001無個

鋼１
福岡県糸島市志摩野北２５９〒819-1303

宗　久雄096095

TEL 092-918-2250

（有）天拝緑地計画 5,000 －4011有法

土１園１
福岡県筑紫野市湯町３－３－１５〒818-0058

田中　マサノ096099

TEL 093-562-0039

（有）ケイ・イー・アール 3,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉北区下到津３－４－１５〒803-0846

川久保　邦彦097003

TEL 092-933-8393

（有）渕製作所 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡宇美町貴船３－８－１７〒811-2131

渕　保則097011

TEL 0949-42-3779

グローバル総業（有） 5,000 －4004無法

土１建１と１石１舗１水１
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋１６９５－２〒807-1308

毛利　芳太郎097015
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TEL 093-583-4455

（有）サンコムネット 3,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉北区中井４－７－７１〒803-0836

山林　弘二097017

TEL 092-503-8368

ユニック商事（株） 10,000 －4011有法

内１
福岡県大野城市御笠川６－５－８〒816-0912

小江　英仁097026

TEL 092-574-9703

（有）江藤工業 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区井尻２－４７－３〒811-1302

江藤　光利097027

TEL 092-781-3361

（株）九州三星 10,000 －4001無法

防１絶１
福岡県福岡市中央区天神４－１－１８〒810-0001

平間　豊彦097029

TEL 0943-75-2471

（株）福岡電化商事 10,000 －4002無法

電１
福岡県うきは市吉井町２６８－１７〒839-1321

大神　菜穂美097036

TEL 0942-54-6555

（株）ケンコントロールズ 30,000 －4002有法

電１機１通１
福岡県久留米市三潴町田川１４６０－１〒830-0102

田端　秀丞097037

TEL 09496-2-8230

（有）フクシマ技研 3,000 －4010無法

土１と１園１
福岡県飯塚市佐與１５１０－１〒820-1113

福島　千里097046

TEL 0942-75-4546

トータルプラント －4002無個

管１
福岡県小郡市津古４８５－５４〒838-0102

伊藤　邦博097052

TEL 0943-42-4558

（有）サンモリ 3,000 －4007無法

建１
福岡県八女市黒木町湯辺田２６７－１〒834-1215

森　實之裕097060

TEL 092-504-1334

（株）ティ・ハーツ 10,000 －4011無法

鋼１
福岡県大野城市御笠川１－３－１５〒816-0912

田中　久志097064

TEL 092-947-0641

（有）城戸技建 5,000 －4001無法

大１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒６３２〒811-2415

城戸　竜二097065

TEL 092-681-1622

田代工務店 －4001無個

建２
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２－１０－１３〒813-0003

田代　雅幸097066

TEL 0949-42-5224

鰺坂工務店 －4004無個

土１建１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３０６３－１４３〒807-1312

鰺坂　省治097067
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TEL 0943-24-0547

（株）九州仮設材センター 33,000 －4007有法

と１
福岡県八女市蒲原３３２－１〒834-0064

堀下　洋人097068

TEL 093-202-5454

（有）中川技建 3,000 －4008無法

土１と１電１舗１水１
福岡県遠賀郡水巻町頃末北２－１－３〒807-0022

中川　秋夫097072

TEL 0930-25-0766

（有）裕斗工業 5,000 －4005無法

土１建１
福岡県行橋市中津熊６４０－１〒824-0063

富田　成子097076

TEL 0947-72-7190

（有）松田工業 10,000 －4009無法

土１建１と１電１管１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎４４７１－２〒827-0003

岡本　信義097079

TEL 0949-55-8720

大信興業（株） 10,000 －4004無法

電１機１
福岡県宮若市原田１８０９－１〒822-0112

河野　勝博097080

TEL 0947-42-0531

福本金網製作所 －4009無個

と１塗１
福岡県田川市大字川宮３５６－７〒826-0042

福本　隆二097081

TEL 092-418-2525

（株）未来 40,000 －4001無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２２－２〒812-0016

吉野　博康097086

TEL 092-323-8341

海津重機（株） 30,000 －4001有法

と１
福岡県糸島市高祖７－２２〒819-1571

石原　亥吉097090

TEL 093-645-3233

（株）ダック技建 25,000 －4008無法

管２機２消２
福岡県北九州市八幡西区割子川２－１３－１１〒806-0064

徳永　明彦097094

TEL 093-282-6711

アートネオン（有） 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡岡垣町大字内浦字芝原４１６－１〒811-4203

田代　正之097095

TEL 093-371-5252

山口建設 －4008無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区緑ヶ丘１０－１０〒800-0043

秋本　敬一097096

TEL 092-672-3598

（有）インテリア飛鳥 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区下原３－２３－１８〒813-0002

廣瀬　信義097097

TEL 092-719-1201

（株）那の津 10,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口３９３－３５〒811-0102

山崎　裕三097100
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TEL 092-881-5058

（有）ティーダッシュ 3,000 －4001無法

建１と１解１
福岡県福岡市西区拾六町５－５－３１〒819-0041

伊藤　忠097102

TEL 0942-47-2836

堤塗装工業 －4002無個

塗１
福岡県久留米市大橋町常持３８－１４〒839-0833

堤　勝利097112

TEL 0944-72-4494

石橋（栄）工業 －4003有個

と１
福岡県柳川市三橋町江曲７９－１〒832-0825

石橋　栄行097113

TEL 092-872-3103

西部水道工事（株） 20,000 －4001無法

土１管２舗１水２
福岡県福岡市早良区東入部１－２－４７－２０４〒811-1102

棚町　京子097114

TEL 092-761-2366

（株）フロムファースト 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区警固３－１３－３５〒810-0023

後藤　潤吉097115

TEL 092-861-4395

（有）ナルキ工業 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市早良区賀茂３－２０－１６〒814-0164

藤田　弘貴097117

TEL 0944-57-9304

誠和塗装 －4003無個

塗１防１内１
福岡県大牟田市大字歴木１７４８－２〒837-0924

平野　和博097120

TEL 093-434-5246

（株）ケイ・エム運輸機工 10,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡苅田町磯浜町２－３－４〒800-0313

木村　正昭097122

TEL 0979-64-6901

（有）宮瀬組 3,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県築上郡上毛町大字八ツ並１４－７〒871-0903

宮瀬　豪将097123

TEL 0949-52-7077

（有）マルヨ 3,000 －4004有法

機１
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門字兵丹３１０９－６〒807-1306

與古光　英明097125

TEL 0948-22-1356

佐藤木材（株） 50,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市堀池１８７－３〒820-0070

佐藤　準一097126

TEL 093-741-3581

（有）福勝工業 5,000 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県北九州市若松区大字蜑住９９３－３〒808-0122

田中　忠勝097131

TEL 093-541-9955

（有）北九州消防システムサービス 3,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市小倉北区足原１－５－３７〒802-0043

柴田　晃097133
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TEL 0947-26-0180

（有）早麻組 3,000 －4009無法

土１建１と１園１解１
福岡県田川郡糸田町９４８〒822-1300

早麻　茂097136

TEL 0930-28-8681

友藍興業 －4005無個

土１
福岡県行橋市東泉４－９－２０〒824-0035

黒土　忠義097139

TEL 093-473-8324

（有）国弘工業 5,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区朽網東１－１８－２６〒800-0232

國弘　くるみ097141

TEL 093-963-2068

（有）アクト・ケイ 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉南区横代葉山１７－２〒802-0825

北崎　雅弘097142

TEL 093-291-2800

中村製工（株） 3,000 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津４９７－２〒811-4341

中村　修097143

TEL 0944-43-0431

（有）阿久根建設 5,000 －4003無法

建１と１管１機１
福岡県大牟田市浅牟田町３０〒836-0817

阿久根　勇一097144

TEL 0942-21-5435

（有）一木運送 10,000 －4002有法

と１
福岡県久留米市国分町１０８０－１〒839-0863

一木　芳博097145

TEL 0944-86-2626

龍住設 －4003有個

土１管１舗１水１消１
福岡県大川市大字小保６１２－１〒831-0041

龍　静馬097147

TEL 0944-53-2261

（有）藤本建設 8,000 －4003無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県大牟田市大字三池１４０〒837-0921

藤本　順097148

TEL 0943-24-2010

（有）川口工業 5,000 －4007無法

と１筋１
福岡県八女市馬場４９１－２〒834-0023

川口　清吾097155

TEL 092-608-0131

（有）坂口設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区和白６－３－１４〒811-0202

坂口　勇二097159

TEL 092-938-3665

（株）テルテック 10,000 －4001有法

通１
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁２－１１－１５〒811-2309

廣中　賢二097161

TEL 092-521-3231

（有）玉屋電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区清川２－５－１９〒810-0005

田川　節子097164
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TEL 092-811-4281

九建エンジニアリング（株） 20,000 －4001無法

建１タ１鋼１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市西区大字飯盛３０４〒819-0037

竹中　秀樹097165

TEL 093-618-6603

（有）大儀電気 5,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区千代５－１４－３〒807-1112

倉成　正儀097168

TEL 0940-43-4394

（有）福間電気商会 8,000 －4008有法

電１管１
福岡県福津市西福間３－４１－１２〒811-3219

廣渡　智097171

TEL 092-327-2388

宮西設備（有） 3,000 －4001無法

管１
福岡県糸島市志摩松隈４９４－１５〒819-1306

宮西　勝利097172

TEL 092-558-6637

（有）サンエイ 3,000 －4011無法

と１管１
福岡県大野城市仲畑４－１－２６〒816-0921

栗原　秀一097173

TEL 092-576-9107

（有）吉田工業 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市南区弥永４－８－７〒811-1323

吉田　幸裕097174

TEL 092-575-3571

大熱工業（株） 10,000 －4011無法

絶１
福岡県大野城市仲畑１－３１－２２－３〒816-0921

　松　一矢097175

TEL 092-952-1159

（有）新栄システム 3,000 －4011無法

管１
福岡県那珂川市今光５－１７０〒811-1211

加々良　裕二097176

TEL 092-592-7715

（有）ヨシダエンジニア 3,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市雑餉隈町１－５－２８〒816-0923

吉田　勇治097182

TEL 092-935-1367

（有）ペイブメントサービス 3,000 －4001無法

舗１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１８６５－７〒811-2112

益田　憲一097184

TEL 0948-65-4757

（有）片野重機 5,000 －4010無法

と１
福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈字石川４３０－５８〒820-0609

片野　数人097192

TEL 0930-33-5048

（有）パートナーズコミュニケーション 3,000 －4005有法

土１
福岡県京都郡みやこ町国作１２０５－２６〒824-0125

山本　香代097195

TEL 0948-65-5136

西郷建設 －4010無個

建１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師８２７－２〒820-0607

西郷　豊097198



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

695頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0930-52-3855

（有）三矢建設 3,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡築上町大字下別府１７２０－１〒829-0108

中村　壽一097200

TEL 092-561-8738

（株）岡部工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区清水４－４－１６〒815-0031

岡部　利行097203

TEL 0942-32-3404

（有）久冷工業所 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市諏訪野町１７３３－６〒830-0037

上野　静邦097206

TEL 0944-52-5618

髙橋組 －4003無個

土１建１大１
福岡県大牟田市本町３－７－２〒836-0046

髙橋　実097209

TEL 092-834-9909

（株）立川技術研究所 10,000 －4001有法

土１建１内１
福岡県福岡市博多区網場町５－１〒812-0024

立川　満097210

TEL 092-935-4553

インテリア・ひ山 －4001無個

内１
福岡県糟屋郡志免町別府２－１０－２１〒811-2205

肥山　繁春097212

TEL 0949-32-4892

（株）宮田土木 41,000 －4004無法

土２建２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県宮若市長井鶴３２４－４〒823-0012

田中　清人097214

TEL 0948-24-3269

吉田住建 －4010無個

土１建１
福岡県飯塚市天道４６９－４〒820-0075

吉田　進097215

TEL 0944-22-5427

関建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町徳島２２０－２〒839-0211

関　信介097218

TEL 092-323-2797

（株）ケイ・テック 3,000 －4001有法

土１建１大１と１舗１
福岡県糸島市神在東１－１２－５〒819-1120

川　　裕貴097220

TEL 092-806-2716

中尾正工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区今津１５３０－１〒819-0165

中尾　利之097228

TEL 092-833-5663

（有）マツナガ 3,000 －4001無法

内１具１
福岡県福岡市早良区城西１－８－２１－８０１〒814-0003

松永　成文097231

TEL 092-807-3557

（株）庭苑ブレーン二十一 10,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市西区今宿東３－４９－７〒819-0161

松本　敏幸097233



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

696頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-863-5511

（有）フレックス 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区樋井川６－２３－１〒814-0153

堀　達也097234

TEL 092-565-6913

（有）吉田電業 5,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市南区屋形原３－２７－１８〒811-1351

吉田　勝彦097235

TEL 092-863-9712

石橋住建 －4001無個

建１
福岡県福岡市城南区南片江５－１８－１０〒814-0143

石橋　勇097236

TEL 0948-62-3908

（有）坂本特殊土木 3,000 －4010無法

土１と１
福岡県嘉麻市下臼井１０８９－４〒820-0504

坂本　強097238

TEL 0948-28-6591

（有）きむら技建 3,000 －4010無法

土１と１
福岡県飯塚市伊岐須７７９－２７〒820-0053

木村　敏光097240

TEL 0948-53-3636

（有）大希 3,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県嘉麻市上山田１０９６－９〒821-0012

伊藤　大樹097244

TEL 093-883-7540

（株）永和 41,300 －4008有法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区折尾４－８－１〒807-0825

宮原　純彦097250

TEL 093-791-4817

（有）秋本住建 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市若松区大字小竹２０６９－１〒808-0108

秋本　竜之介097252

TEL 093-618-3734

（有）曙建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１解１
福岡県北九州市八幡西区大字木屋瀬字辻田５４８－２〒807-1261

藤本　和枝097264

TEL 093-381-8719

（株）上田商会 10,000 －4008有法

土１建１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区社ノ木１－９－２２－１〒800-0054

林　哲也097265

TEL 092-941-9103

（有）クィーンズホーム 3,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市天神１－８－１２〒811-3101

中園　秀樹097267

TEL 092-626-3075

（有）タケヒロ 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１タ１鋼１筋１塗１防１内１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原１８３８－３〒811-2304

竹田　安廣097268

TEL 093-243-1004

（株）日の出建設 10,000 －4008有法

土１と１舗１水１
福岡県遠賀郡水巻町吉田南５－３－２８〒807-0048

小田　福二097271



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

697頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-961-1461

浩工業 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－１７－１８〒802-0821

井上　浩二097272

TEL 093-561-9523

エノミヤ建工 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区篠崎３－９－１２〒803-0861

榎宮　始097273

TEL 093-561-1012

洞海産業（株） 30,000 －4008有法

管１内１機１
福岡県北九州市小倉北区田町１－８〒803-0817

黒木　祥之097275

TEL 0942-78-6076

（有）稲吉建設工業 10,000 －4002無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県久留米市北野町千代島８１６－２６〒830-1111

稲吉　静次097277

TEL 0942-54-9088

（株）柿木コーポレーション 10,000 －4002有法

土１と１舗１
福岡県久留米市三瀦町生岩３８８－１〒830-0113

柿木　正治097278

TEL 0942-32-9225

（有）エクセレントショップ内田 5,000 －4002無法

屋１板１塗１内１
福岡県久留米市東櫛原町１５１２－５〒830-0003

内田　光俊097281

TEL 0944-72-5137

（有）荒巻建設 5,000 －4003無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県柳川市吉原２６７〒832-0085

荒巻　勇夫097282

TEL 0942-43-8104

黒瀬工務店 －4002有個

土１建１と１解１
福岡県久留米市国分町６〒839-0863

黒瀬　守097284

TEL 0942-53-1362

永松建設 －4007有個

建１
福岡県筑後市大字蔵数６７２－２〒833-0054

永松　隆志097285

TEL 0943-22-2207

中島建設 －4007無個

建１
福岡県八女市高塚７５２－１〒834-0034

中島　武則097286

TEL 0943-32-2160

タカ電気工業（有） 3,500 －4007無法

電１
福岡県八女郡広川町大字広川２８７－２８〒834-0121

髙鍋　英樹097287

TEL 0942-43-2805

吉田工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市山本町豊田９０－２〒839-0827

吉田　数幸097288

TEL 092-691-1396

（有）オークデザインアート 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区青葉７－２－１〒813-0025

栗原　繁美097290



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

698頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-603-8280

（株）福実 20,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市東区美和台３－３－８〒811-0212

桂川　多喜男097291

TEL 092-863-8475

（株）英 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区干隈４－１２－５〒814-0163

下川　航司097292

TEL 092-411-0971

（有）じょうプランニング 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－７－３－７１２〒812-0011

城　義孝097294

TEL 0949-32-4676

（有）ヤマシン 5,000 －4004無法

土１
福岡県宮若市磯光１３８２－１〒823-0004

山﨑　新一郎097295

TEL 092-925-1715

協同設備通信（有） 3,000 －4011無法

電１通１
福岡県筑紫野市湯町２－１０－２２〒818-0055

山田　孝則097297

TEL 092-503-8346

（有）白壁製作所 3,000 －4011無法

板１
福岡県大野城市御笠川１－１５－５〒816-0912

白壁　静華097299

TEL 093-751-2880

（有）西澤保温板金 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市若松区畑谷町１３－２〒808-0055

西澤　末信097308

TEL 092-552-4447

（株）ワイツーデザイン・プランニング 30,500 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区寺塚１－１５－２０－３０３〒815-0074

吉原　勲097309

TEL 093-613-1723

林建装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西２－１２－１３〒806-0074

林　富男097310

TEL 092-804-4315

（有）北川産業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区田村５－１７－２３〒814-0175

北川　貴大097312

TEL 093-923-8066

福嶋建設（株） 10,000 －4008無法

建１と１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘３－１０－２１〒802-0052

福嶋　太097326

TEL 093-571-0345

（有）美藤工務店 5,000 －4008無法

建１左１タ１
福岡県北九州市小倉北区下到津５－８－１４〒803-0846

美藤　稔和097327

TEL 092-936-6883

（有）千歳電気 3,000 －4001無法

電１消１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２６３－３０〒811-2112

田中　一三097329



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

699頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-42-2230

（有）留奥建設 3,000 －4010無法

土１建１舗１園１
福岡県嘉麻市鴨生５００－９〒820-0206

留奥　隆097331

TEL 0948-22-8836

（有）古藤建設工業 5,000 －4010無法

土１建１と１舗１
福岡県飯塚市秋松６２８〒820-0083

古藤　良秀097334

TEL 0943-72-0247

高尾工務店（有） 4,000 －4002無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県久留米市田主丸町中尾１８４５〒839-1216

高尾　昭德097339

TEL 092-771-9515

（株）シンコー 43,000 －4001有法

電１管１園１消１
福岡県福岡市中央区天神４－７－１７〒810-0001

榎本　澄男097341

TEL 092-841-3338

永田工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市早良区南庄１－８－１２－１０４〒814-0031

永田　哲也097345

TEL 093-472-2918

（株）椎野建材店 10,000 －4008有法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区中貫１－１８－７〒800-0237

椎野　信之097346

TEL 093-661-6215

タナベ商会 －4008無個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡東区春の町５－１３－２０－９０３〒805-0050

田邉　英樹097347

TEL 093-583-7127

内木場工務店 －4008無個

土１建１と１内１園１
福岡県北九州市小倉北区竪町２－１－９〒803-0818

内木場　太一097350

TEL 093-663-2277

（株）フロム・ワン 10,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市八幡東区尾倉３－７－２１〒805-0059

漆平　良097361

TEL 092-476-1778

（有）早良金属工業 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市博多区東那珂１－１２－４５－１０５〒812-0892

豊福　孝司097363

TEL 0943-23-1618

松﨑建設工業 －4007無個

左１と１
福岡県八女市立花町北山１２２９－１〒834-0085

松﨑　明097364

TEL 0944-63-5517

（株）松田建設 30,000 －4003無法

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２水２
福岡県柳川市三橋町中山７４５－１〒832-0811

松田　惠利子097365

TEL 0944-72-5033

（有）野田土木 15,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市高島２９３－１〒832-0002

野田　陽二郎097366



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

700頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-437-2121

（有）ジェイストーン 3,000 －4001無法

石１
福岡県福岡市博多区山王１－１７－３２－２０７号〒812-0015

原口　順一097367

TEL 092-583-2323

（有）おおぎ産業 3,000 －4011無法

塗１防１
福岡県大野城市牛頸３４４－１〒816-0971

扇　泰弘097370

TEL 092-951-5100

（株）アトリエ・ジオ 10,000 －4011有法

と１井１
福岡県那珂川市松木４－７－１８〒811-1251

松田　康弘097371

TEL 0944-87-5572

（有）大栄産業 5,000 －4003無法

内１
福岡県大川市大字鐘ヶ江７０５－１〒831-0008

西　英樹097373

TEL 0942-51-5888

（有）サカイデザイン 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市城島町上青木２９８－３〒830-0224

酒井　寛097375

TEL 0944-54-6211

のぼる技建（株） 25,000 －4003無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県大牟田市萩尾町２－３４－１〒836-0096

竹下　啓悟097376

TEL 092-915-7470

（株）セレクト 10,000 －4001無法

と１舗１塗１
福岡県福岡市南区弥永４－１０－２１〒811-1323

松本　伸吉097378

TEL 0948-25-3343

（有）西部不動産 10,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市忠隈１０９－１〒820-0071

貞島　忠道097383

TEL 0948-23-2116

中村組 －4010無個

建１左１
福岡県飯塚市秋松１３６〒820-0083

中村　忠勝097384

TEL 0948-72-1988

瓜生組 －4010無個

土１
福岡県飯塚市筑穂元吉４５３－３〒820-0705

瓜生　誉一郎097385

TEL 093-616-7118

（有）古門造園 5,000 －4008有法

土１と１石１園１
福岡県北九州市八幡西区清納２－８－１９〒806-0013

古門　剛097388

TEL 092-934-1405

なかむた建築設計（有） 3,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵８７３〒811-2114

中牟田　貞次097392

TEL 092-611-3253

（株）新工 10,000 －4001無法

建１鋼１内１
福岡県糟屋郡志免町別府北３－３－１〒811-2233

丸山　浩昭097393
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TEL 093-475-2630

（株）誠和 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区沼本町１－１４－１２〒800-0208

吉田　茂治097398

TEL 093-391-0931

（株）座小田電気 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区下馬寄１－１〒800-0051

座小田　和宏097401

TEL 0944-56-5173

島田工業 －4003無個

鋼１機１
福岡県大牟田市大字三池２２６〒837-0921

島田　廣見097404

TEL 0948-23-2789

（株）昭和管工 13,000 －4010無法

管１水１
福岡県飯塚市天道６８〒820-0075

重　清康097410

TEL 0946-21-1390

インプラス －4006無個

建１内１
福岡県朝倉郡筑前町弥永１２８３－３〒838-0811

中尾　英史097411

TEL 092-933-2358

（有）権藤造園土木 3,000 －4001無法

土１と１石１園１水１
福岡県糟屋郡宇美町とびたけ１－１３－８〒811-2107

権藤　澄雄097417

TEL 093-671-7240

（有）吉田鉄建工業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡東区宮田町１１－２〒805-0009

吉田　政人097419

TEL 093-882-5812

（有）岡田築炉 5,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市戸畑区中原西１－１０－２〒804-0011

岡田　聡哉097420

TEL 0943-52-3511

（有）立石工務店 5,000 －4007無法

建１
福岡県八女市星野村８９６９－１〒834-0201

立石　弘和097421

TEL 0943-32-4068

広川通信（株） 5,000 －4007無法

通１
福岡県八女郡広川町大字長延７４６－３〒834-0105

荒川　進097422

TEL 0942-32-4735

（有）三瀬製材所 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市大石町５８２－２〒830-0049

三瀬　靖司097427

TEL 092-328-2343

清建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩芥屋４３４〒819-1335

持田　清成097430

TEL 092-552-1993

（株）彩童工芸社 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区向野２－５－２４〒815-0035

岩谷　哲二097433
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TEL 092-434-7030

（株）エムテック 60,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２
福岡県福岡市博多区那珂３－２３－１〒812-0893

永木　和夫097436

TEL 092-322-3778

田中建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市泊１２５６－１〒819-1111

田中　勇弘097437

TEL 093-642-7166

（有）一進総合建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－２２－１１〒806-0066

香川　慶一097440

TEL 093-641-5914

（株）須原建材 20,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区穴生３－７－２０〒806-0049

須原　聡彦097443

TEL 0942-78-2102

（株）嘉賀工務店 50,000 －4002有法

建２大２鋼２内２
福岡県久留米市北野町中２３３８－３〒830-1113

嘉賀　紀子097445

TEL 0944-86-6053

（有）永尾工建 3,000 －4003無法

と１
福岡県大川市大字津９３－２〒831-0035

永尾　裕康097447

TEL 092-591-7256

（株）アケボノ 10,000 －4011有法

建１
福岡県大野城市仲畑２－１６－１８〒816-0921

山岡　憲司097448

TEL 092-939-9110

（株）シンメイ 10,000 －4001有法

土１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西二丁目８番６号〒811-2316

澁田　信重097453

TEL 092-738-7518

（株）レコン・モリタ 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区桜坂３－８－４０〒810-0024

森田　雅嗣097454

TEL 092-503-9330

田崎建設 －4011無個

建１大１
福岡県大野城市川久保２－６－７〒816-0905

堤　純一097456

TEL 092-951-1411

柴田建設 －4011無個

建１
福岡県那珂川市大字安徳４３－６〒811-1224

柴田　哲097457

TEL 0940-62-4005

（有）さくら造園 3,000 －4008有法

園１
福岡県宗像市江口５９８－２〒811-3502

細井　寿賀子097458

TEL 0946-25-1403

井上住建 －4006無個

建１
福岡県朝倉市秋月９５２－２〒838-0001

井上　正一097459
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TEL 093-980-5051

（株）緒方設備 8,000 －4008無法

管１消１
福岡県北九州市小倉北区高浜２－３－３３〒802-0021

緒方　比呂志097460

TEL 092-612-5196

鈴商（株） 10,000 －4001無法

塗１防１
福岡県糟屋郡粕屋町大字阿恵４６６－９〒811-2306

鈴木　猛097463

TEL 092-626-5655

（株）ノック 10,000 －4011有法

建１内１
福岡県那珂川市大字市ノ瀬４８４－８〒811-1233

古家　和幸097464

TEL 092-831-4561

（有）林建築社 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区飯倉３－４５－２９〒814-0161

林　隆治097465

TEL 093-475-6006

（有）行廣鉄筋工業 3,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市小倉南区葛原東５－１１〒800-0206

行廣　義徳097470

TEL 093-651-6066

（有）キムラ電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区昭和町２－３－２〒805-0013

山本　忠097471

TEL 093-884-9090

山祥建工 －4008無個

と１解１
福岡県北九州市戸畑区一枝４－１１－８〒804-0021

山本　精一097472

TEL 092-943-6117

大商トーヨー住器（株） 10,000 －4001有法

具１
福岡県古賀市新久保１－２０－１７〒811-3118

加藤　正也097478

TEL 093-651-5012

（有）菱工 13,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡東区大蔵２－１５－２０〒805-0048

菱岡　大吾097480

TEL 093-741-6716

（有）飯野建設 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市若松区大字払川３－５〒808-0113

飯野　幸夫097482

TEL 093-453-1964

（有）福岡テクサ 3,000 －4008無法

建１管１
福岡県北九州市小倉南区長尾５－８－３〒803-0274

村井　晋一郎097483

TEL 093-473-6012

（有）丘野工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区上貫３－１１－２５〒800-0244

松岡　勝097484

TEL 093-613-6809

植村商会 －4008有個

建１
福岡県北九州市八幡西区大平２－１３－３６〒806-0083

植村　正次097488
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TEL 093-761-4821

（株）髙畠鉄工 10,000 －4008有法

建１と１鋼１
福岡県北九州市若松区大字安瀬２０－１〒808-0022

髙畠　村雄097491

TEL 092-411-3115

（株）ジェイアニター 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－１１－７〒812-0896

久保内　正治097492

TEL 092-804-5360

井上電気工事店 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区内野１－８－１６〒811-1123

井上　清隆097494

TEL 092-566-7212

（有）吉田タイル 3,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市南区鶴田２－２－３７〒811-1352

吉田　實男097495

TEL 092-948-1720

（株）勝建 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県糟屋郡篠栗町中央６－９－１０〒811-2417

川原　勝己097496

TEL 092-874-1080

ミューシステム（株） 10,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市早良区賀茂２－５－３５〒814-0164

馬場　修一097497

TEL 0944-86-2357

（有）丸大木工 3,000 －4003無法

内１
福岡県大川市大字酒見７１３－１〒831-0016

辻　浩097501

TEL 093-791-5780

（有）伸和鋼建 3,000 －4008無法

と１管１鋼１機１解１
福岡県北九州市若松区鴨生田４－２－３〒808-0105

植村　祐一097502

TEL 093-932-3757

（有）オー・エー電気 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区北方２－６－２〒802-0841

大熊　利知097505

TEL 093-663-5882

（有）エム・ティー総業 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市八幡東区宮田町５－９〒805-0009

藻形　時子097506

TEL 092-441-4466

総合システム管理（株） 50,000 －4001有法

建２大２屋２電２管２タ２鋼２内２消１
福岡県福岡市博多区博多駅前１－１５－２０〒812-0011

中川原　潤097508

TEL 0943-23-1176

中村建築 －4007無個

建１
福岡県八女市前古賀３０７－７〒834-0054

中村　守097515

TEL 0942-52-7235

未来建設（株） 22,500 －4007有法

土２建２筋２舗２板２塗２防２水２解２
福岡県筑後市大字西牟田５９０３－８〒833-0053

田中　彰弘097519
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TEL 092-865-0227

（有）山栄緑化 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市早良区野芥３－１９－１０〒814-0171

宮崎　譲097521

TEL 092-651-0058

（有）オイルプラントサービス 3,000 －4001有法

土１と１管１機１
福岡県福岡市東区東浜２－１－５２〒812-0055

吉田　賢悟097524

TEL 0948-65-1212

九州マルフジ建材（株） 50,000 －4010有法

大１屋１タ１ガ１塗１内１具１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２２０８－３〒820-0607

佐藤　剛097526

TEL 092-791-2286

（株）トップレーベル 10,000 －4001無法

建１と１管１鋼１内１機１解１
福岡県福岡市中央区古小烏８１－３－１０２〒810-0026

原田　正輝097527

TEL 093-436-5447

石山組 －4005無個

建１と１管１鋼１機１解１
福岡県京都郡苅田町大字苅田１０６９－２〒800-0365

石山　良典097528

TEL 0948-65-5575

木本工務店 －4010無個

建１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師１２８５－１４〒820-0607

木本　幸介097529

TEL 0948-42-6765

平工業 －4010無個

塗１防１
福岡県嘉麻市平５３０－１３〒820-0203

原　考雪097530

TEL 092-571-3295

石松設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市博多区井相田３－５－２３〒812-0881

石松　大作097532

TEL 092-952-2427

井上工務店 －4011無個

建１
福岡県那珂川市後野１－１２－１０〒811-1241

井上　喜成097534

TEL 092-571-0864

安武工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区井尻２－１４－２６〒811-1302

安武　正浩097535

TEL 092-503-7531

（株）エフシービー 10,000 －4011有法

電１機１
福岡県大野城市大池２－１２－６〒816-0904

下條　循貴097537

TEL 093-474-2728

リフレ福岡（株） 10,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区長野１－６－３０〒800-0228

田中　隆二097541

TEL 093-581-8831

西部産業 －4008無個

と１舗１解１
福岡県北九州市小倉北区清水１－２０－１〒803-0841

南川　吉幸097543
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TEL 093-962-3839

フクダ技建 －4008無個

土１大１と１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－１３－１８〒802-0821

福田　一孝097544

TEL 093-282-3872

イチケン －4008無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切１３７６－１〒811-4222

河村　建市097545

TEL 092-406-5735

（有）光和建設 5,000 －4001有法

土１建１と１舗１塗１水１
福岡県福岡市中央区清川３－１６－２６－２０１〒810-0005

山田　光洋097547

TEL 092-952-6347

藤本工業 －4011無個

左１タ１
福岡県那珂川市片縄東１－８－１３〒811-1204

藤本　三陽097550

TEL 0946-22-4585

プレハウス石橋 －4006無個

建１と１
福岡県朝倉郡筑前町高田９７〒838-0814

石橋　恵一郎097555

TEL 0942-54-0526

（有）大建コンクリート 3,000 －4007有法

土１
福岡県筑後市大字山ノ井２６３－９〒833-0031

堤　広歳097556

TEL 092-938-2879

宮川工業 －4001有個

土１と１石１舗１
福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦２－１６－３〒811-2310

宮川　　097558

TEL 092-452-1120

（株）縁 12,000 －4001有法

土１建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１０－１９〒812-0011

小佐古　哲哉097561

TEL 092-641-7783

福岡小松フォークリフト（株） 48,000 －4001有法

建１機１
福岡県福岡市東区馬出３－３－１〒812-0054

藤田　靖英097562

TEL 093-583-1000

（株）グリーンホーム 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区弁天町５－２〒803-0856

山本　貞子097570

TEL 0944-74-8012

（有）筑後海事 3,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１
福岡県柳川市田脇１－５〒832-0089

木下　洋二097576

TEL 0942-77-5011

（有）三原企礎 6,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県三井郡大刀洗町大字甲条１９１１－１０〒830-1212

三原　昌子097577

TEL 0942-65-0315

森田建匠 －4002無個

建１
福岡県久留米市三潴町西牟田６４１０－２３〒830-0111

森田　基義097578
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TEL 092-873-0584

白浜技建 －4001無個

建１
福岡県福岡市城南区片江３－３１－３〒814-0142

白浜　朗彦097585

TEL 092-582-3137

日章スライヴ工業（有） 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区柳瀬１－２６－３〒811-1321

一宮　章秀097592

TEL 093-561-9777

（有）エスディー建築工房 5,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区清水２－１４－２〒803-0841

湯畑　逸郎097596

TEL 092-481-2611

（株）ノアカワバタ 10,000 －4001有法

内１通１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１－１〒812-0011

金子　英信097599

TEL 092-751-3098

（株）日建商會 10,000 －4001有法

建１大１と１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区谷１－１１－２３〒810-0031

藤野　智正097600

TEL 092-607-4080

（株）ライフクリエイト 10,000 －4001有法

土１建１と１電１鋼１舗１塗１通１解１
福岡県福岡市東区三苫５－３－５９〒811-0201

矢野　文隆097601

TEL 0946-22-1713

三栄アルミ（株） 10,000 －4006有法

ガ１具１
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵１８５２－２〒838-0824

小中　順平097604

TEL 093-791-0184

江藤畳商店 －4008有個

内１
福岡県北九州市若松区二島５－４－１０〒808-0103

江藤　日出夫097605

TEL 093-922-7187

（有）三谷建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区上葛原２－２０－２２〒800-0255

三谷　正博097606

TEL 093-671-2318

（株）スピナ 480,000 －4008有法

土２建２と２電２管２タ２塗２内２園２消２
福岡県北九州市八幡東区平野２－１１－１〒805-8528

野嵜　武秀097607

TEL 0942-52-1840

（有）吉建工業 5,000 －4007無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県筑後市大字一条下野口１０４９－５〒833-0001

吉山　芳章097609

TEL 0943-54-2049

（株）高田電気 12,000 －4007有法

電１管１
福岡県八女市上陽町北川内１５－６〒834-1102

高田　秀康097611

TEL 092-201-3115

（株）信栄 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市東区松香台２－１２－２〒813-0004

田中　信昭097612
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TEL 092-322-6309

（株）テンホウ建設 20,000 －4001無法

土２と２石２水２
福岡県糸島市有田５９１〒819-1132

竹浦　明美097616

TEL 0948-28-6205

（有）北野造園建設 5,000 －4010無法

土１園１
福岡県飯塚市高田１０６３〒820-0079

北野　剛097621

TEL 0930-25-7085

（有）オオバ 3,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１内１水１
福岡県行橋市西泉１－１－７〒824-0038

大場　直俊097622

TEL 092-565-2261

（有）研和工業 6,000 －4001無法

建１と１塗１防１内１
福岡県福岡市南区桧原７－５２－９〒811-1355

坂本　寿人097626

TEL 092-432-6200

（有）西日本テクノス 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区半道橋１－１４－３４〒816-0097

永野　一紀097631

TEL 093-980-4867

（有）やながわ 3,000 －4008有法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市若松区北湊町１３－１８〒808-0027

小沼　博097638

TEL 092-408-8550

（有）創建 10,000 －4001無法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市城南区樋井川５－７－７〒814-0153

吉水　剛097640

TEL 092-512-3784

（有）緑光産業 5,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市城南区樋井川５－３６－２４〒814-0153

梶原　竜太097642

TEL 092-874-1141

（有）杉村建設 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市城南区七隈７－１８－１５〒814-0133

　田　惠美子097644

TEL 092-522-6121

（株）サステック 10,000 －4001有法

と１電１機１清１
福岡県福岡市中央区高砂２－１１－１１〒810-0011

雪吉　賢志097647

TEL 093-963-2661

（有）詫間設備工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区横代東町３－５－１０〒802-0822

詫間　邦彦097648

TEL 093-952-5525

ＴＯＴＯ水彩プラザ傳（株） 33,000 －4008有法

建１防１
福岡県北九州市小倉北区吉野町１１－２７〒802-0085

吉田　信一郎097649

TEL 0930-25-7676

（株）和樹 40,000 －4005無法

土２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県京都郡苅田町大字稲光１２０８－３〒800-0337

安田　淑惠097650
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TEL 0947-32-5293

（有）康眞工業所 5,000 －4009無法

鋼１機１
福岡県田川郡香春町大字高野１０９５－４〒822-1403

原田　広樹097652

TEL 093-223-5831

（有）誠和工業 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿１５０１－２〒807-0141

嶺　誠剛097656

TEL 0944-87-8566

（有）ツムラ 3,000 －4003無法

土１と１
福岡県大川市大字小保７９１－２〒831-0041

津村　文也097661

TEL 092-526-6555

吉田産業（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区清川２－１－２３－４０３〒810-0005

吉田　秀一097664

TEL 092-671-3731

（株）エフ・コス 6,500 －4001無法

通１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘３－８－１７〒813-0003

嵜村　仁志097676

TEL 092-892-0018

不二グラウト工業（株） 20,000 －4001有法

土２と２井１
福岡県福岡市西区小戸３－５０－２０〒819-0001

松尾　高嗣097680

TEL 092-807-0120

（有）マツオカ 10,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市西区今津５９３９〒819-0165

牛島　信之097681

TEL 093-641-8773

（有）相生鉄工 3,000 －4008無法

建１と１鋼１
福岡県北九州市八幡西区相生町１７－１６－８０４〒806-0044

立岩　春太郎097685

TEL 092-596-5250

コーケン －4011無個

建１大１
福岡県大野城市旭ヶ丘２－１６－２０〒816-0953

稲富　浩一097688

TEL 092-581-5384

福田建設 －4011無個

土１タ１
福岡県春日市紅葉ヶ丘東３－９〒816-0833

福田　文彦097690

TEL 0944-73-6959

古賀建設 －4003有個

建１
福岡県柳川市矢留本町２６３－１〒832-0056

古賀　金次097695

TEL 0942-53-3515

吉甚建設 －4007有個

土１建１筋１
福岡県筑後市一条５９９－３〒833-0001

吉山　甚三郎097697

TEL 092-622-1151

（株）オーサキ製作所 5,200 －4001有法

管１板１
福岡県糟屋郡志免町別府北３－５－６〒811-2233

十時　博則097700
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TEL 092-681-5122

（株）サンテック 3,000 －4001無法

大１塗１防１内１
福岡県福岡市東区唐原７－１５－６〒813-0001

山下　誠司097702

TEL 0942-21-3628

（株）田中畳店 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市国分町３３４－１〒839-0863

田中　宏097707

TEL 092-566-6501

扇工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市南区柏原１－５－１６〒811-1353

扇　清則097708

TEL 092-833-9755

（株）直木建設 20,000 －4001無法

建２内２
福岡県福岡市早良区小田部１－１３－１１〒814-0032

進藤　直樹097712

TEL 092-515-6114

三成工業（株） 10,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１電１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区横手２－５－１０〒811-1311

北村　貴司097718

TEL 092-939-2670

（株）三豊商会 10,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西３－３－７〒811-2316

北野　紀隆097722

TEL 0930-23-2700

（有）サトル電設 3,000 －4005無法

電１管１消１
福岡県行橋市東大橋２－４－１０〒824-0002

藤本　悟097723

TEL 09496-2-1547

林梅香庭園 －4004無個

土１園１
福岡県鞍手郡小竹町大字新山崎４３６〒820-1105

林　孝和097725

TEL 092-874-2651

（有）中央美建 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区南片江５－１６－１７〒814-0143

加藤　克則097739

TEL 092-944-1668

福岡ダイビングセンター －4001無個

土１と１し１
福岡県古賀市花見東６－１０－１３〒811-3112

川口　明097744

TEL 092-724-9133

（株）ホームランド 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区薬院２－４－１５〒810-0022

壇　洋一097745

TEL 092-881-4726

竹内住設 －4001無個

管１
福岡県福岡市西区小戸３－３０－３１〒819-0001

竹内　泰宏097746

TEL 092-526-8167

（株）バウ・アート 10,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区平尾５－４－９〒810-0014

郡山　武志097748
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TEL 092-661-5960

（有）名島建装 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区名島４－２０－７〒813-0043

片原　由起男097749

TEL 092-823-3900

（有）段栄ホーム 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区飯倉３－２０－４１〒814-0161

吉田　謙二097750

TEL 0942-37-1345

（株）ヒサミツセンター 20,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市大石町３４－１〒830-0049

宮原　久人097755

TEL 0947-28-6607

（株）タイカン 20,000 －4009無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県田川郡福智町上野３０３６－１〒822-1102

下口　和也097759

TEL 092-612-7770

（有）日通建 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市東区馬出６－２０－６〒812-0054

田中　慎二097763

TEL 092-741-5539

フジ・テクノサービス（株） 20,000 －4001有法

管１機１
福岡県福岡市中央区荒戸１－２－５〒810-0062

山　　幸生097765

TEL 092-326-6111

脇建 －4001無個

建１大１
福岡県糸島市二丈吉井３６６７－３〒819-1641

脇山　清治097768

TEL 092-323-1992

（株）伊都住建 10,000 －4001有法

建１
福岡県糸島市神在西３－７－１５〒819-1148

山本　盛士郎097769

TEL 092-674-5550

（有）ジオ・プラス 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市東区大字名子５７１－５〒813-0024

北原　一雅097770

TEL 092-885-0594

（有）ヤマグチ 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区愛宕１－９－３４－２０３〒819-0007

山口　繁利097772

TEL 0930-32-2356

小松ボーリング建設 －4005無個

土１管１舗１井１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田２０６－１〒824-0822

小松　博成097776

TEL 0948-42-4840

宮脇組 －4010無個

左１
福岡県飯塚市赤坂８４７－１３〒820-0106

宮脇　賢治097777

TEL 0930-32-2423

（有）ミヤタ創建 3,000 －4005無法

土１建１管１舗１水１
福岡県京都郡みやこ町勝山長川２４６－２〒824-0712

宮田　麻美097778



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-402-0792

（有）長沢工業 3,000 －4001無法

土１大１左１と１石１屋１鋼１舗１し１板１塗１防１内１水１解１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲７１５－１２〒811-2413

長澤　広志097780

TEL 093-771-0485

（有）心和建設工業 3,000 －4008有法

鋼１機１
福岡県北九州市若松区大池町１２－３３〒808-0061

岡部　謙二097783

TEL 093-482-4050

（株）フレックスメンテ 3,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－１２－７〒802-0061

牧野　秀寿097784

TEL 092-918-5538

（有）武藤技建 3,000 －4011無法

土１建１屋１板１防１機１
福岡県筑紫野市塔原東３－１３－１〒818-0059

武藤　新097787

TEL 092-575-2014

（有）新栄電設 3,000 －4011無法

電１
福岡県春日市白水ヶ丘６－９３〒816-0845

秋山　匡097790

TEL 093-603-4555

佐々木組 －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡西区大字本城１９４５－１８〒807-0801

佐々木　基宏097793

TEL 093-293-9380

（有）軍場製作所 3,000 －4008無法

内１具１
福岡県遠賀郡遠賀町大字浅木７３－１〒811-4312

栗山　亮097794

TEL 092-822-3873

（有）仁徳建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区西新３－１０－１７－２０１〒814-0002

津田　祐二郎097796

TEL 0948-22-1076

（株）久山産業 20,000 －4010有法

土１
福岡県飯塚市大日寺５９３－６６〒820-0046

林田　正紀097797

TEL 0930-22-2771

浦野植安園 －4005有個

園１
福岡県行橋市大橋１－９－２〒824-0003

浦野　憲一097798

TEL 093-691-2062

岩村畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯１－３－１２〒807-0876

岩村　清光097799

TEL 092-811-1614

（有）広陽 23,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市西区大字羽根戸４１１－４－２〒819-0038

山田　辰弘097803

TEL 092-504-7552

（有）松下管工 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区浦田２－１７－２〒812-0861

松下　彰097806



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

713頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-246-2708

石田建築 －4008無個

建１
福岡県中間市大字下大隈１２６９－２〒809-0004

石田　正司097808

TEL 0943-72-3290

筑陽鐵工所 －4002無個

建１鋼１
福岡県久留米市田主丸町以真恵７８９〒839-1223

小林　久広097810

TEL 0943-73-2651

白水園芸 －4002無個

土１と１園１
福岡県久留米市田主丸町恵利１１７２－６〒839-1228

白水　政則097811

TEL 0942-44-3911

（有）野中斫工業 3,000 －4002無法

と１解１
福岡県久留米市東合川７－１３－９〒839-0809

竹尾　繁子097812

TEL 093-681-6548

三重野設備工業 －4008無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡東区西本町４－１２－１３〒805-0061

三重野　英治097814

TEL 093-452-2787

（有）内畑工務店 3,000 －4008無法

建１左１
福岡県北九州市小倉南区長尾４－１４－５〒803-0274

内畑　和夫097816

TEL 092-473-5351

旭通信工業（株） 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－６－２６〒812-0016

田中　雅仁097817

TEL 093-475-1165

岩本工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区西貫１－８－２６〒800-0243

岩本　勝利097818

TEL 093-452-3526

古民家蘇生工房 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区新道寺１０６－１〒803-0186

柳本　隆彦097823

TEL 093-962-4152

山藤建設 －4008無個

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区徳力３－１０－２０〒802-0974

山内　藤夫097824

TEL 093-963-1758

（有）山下工務店 5,000 －4008無法

土１左１と１舗１
福岡県北九州市小倉南区南方１－３－１３〒802-0976

山下　賢二097826

TEL 0943-24-2257

山口建設 －4007無個

建２
福岡県八女市馬場１６２－５〒834-0023

山口　昌孝097827

TEL 0944-50-0637

（有）甲斐建設 3,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市大字岩本１０８９－１〒837-0913

甲斐　和彦097828
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令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-62-1013

（株）吉武商事 29,000 －4002無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県久留米市城島町下青木４６６－１〒830-0225

吉武　良子097829

TEL 092-935-3965

（有）九州ティビィケイ 8,000 －4001有法

塗１
福岡県糟屋郡志免町別府１－２－２２〒811-2205

金光　正善097832

TEL 0948-21-1355

坂口技建 －4010無個

と１
福岡県飯塚市下三緒１７０－１８０〒820-0012

坂口　武司097835

TEL 0942-39-3195

藤樹運搬機工業（株） 20,000 －4002有法

機１
福岡県久留米市諏訪野町２４７７〒830-0037

近藤　秀樹097838

TEL 0943-22-8420

（有）ダイセキ 5,000 －4007無法

鋼１機１
福岡県八女市室岡２９２－１〒834-0066

辻　公一097839

TEL 0944-43-4008

（株）セイシン 31,000 －4003無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県大牟田市三里町２－１０－１０〒836-0076

中原　さとみ097841

TEL 092-805-5575

（株）光星工業 10,000 －4001無法

土１と１水１解１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原４７１－１〒819-0163

山口　裕己097845

TEL 092-935-0010

新光工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡須恵町旅石８７６－１４〒811-2221

久家　和彦097846

TEL 0947-26-4108

松井組 －4009無個

建１
福岡県田川郡糸田町１４６２〒822-1321

松井　秀秋097849

TEL 092-882-5555

（株）五代 25,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市西区福重２－１３－６〒819-0022

緒方　康昭097852

TEL 092-564-1056

（有）佐藤管工設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区老司３－２３－９〒811-1346

佐藤　正097853

TEL 0979-72-2220

金谷石材 －4005有個

土１
福岡県築上郡上毛町大字安雲１３－３〒871-0904

金谷　公司097855

TEL 092-626-0031

（有）タナトスシステムズ 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市東区二又瀬新町１０－１４〒812-0065

槇　信彦097861
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TEL 0946-22-8483

古賀塗装 －4006無個

塗１
福岡県朝倉市頓田４６１－３〒838-0064

古賀　誠097872

TEL 0944-55-0444

（有）東輝 20,000 －4003無法

土１と１舗１水１解１
福岡県大牟田市三川町４－９８－１〒836-0065

中原　義範097874

TEL 0948-24-0820

（有）日洸産業 6,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市目尾１１８８－８８〒820-0062

早谷　光097877

TEL 0949-26-2216

福智造園 －4004無個

土１園１
福岡県直方市大字頓野８０３－１〒822-0002

村上　正　097879

TEL 092-804-8160

三色建設（株） 10,000 －4001有法

土１と１塗１
福岡県福岡市早良区内野６－１２－２９〒811-1123

甲斐　茂097882

TEL 092-681-4657

（株）日本消防機材商会 10,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市東区名島２－２０－１１〒813-0043

安永　拓一郎097883

TEL 092-621-8712

（株）コウケン工業 6,000 －4001無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１防１内１水１解１
福岡県福岡市東区多の津５－８－１２〒813-0034

谷山　更一097886

TEL 092-936-5496

（株）横山工産 10,000 －4001無法

絶１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０４７－８１〒811-2112

横山　哲也097887

TEL 093-381-0007

（有）松根企画 3,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市門司区不老町２－３－９〒800-0032

松根　康之097890

TEL 0946-62-1611

（有）小野組 20,000 －4006無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県朝倉市杷木久喜宮１５９３－１〒838-1514

小野　昭二097895

TEL 092-201-8201

（株）清武建設 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区箱崎７－２－１４〒812-0053

清武　修一097896

TEL 092-586-3621

サンエイ舗道 －4001無個

土１舗１
福岡県福岡市博多区板付７－５－２８－８０２〒812-0888

青木　茂夫097898

TEL 092-583-3717

（有）フレイム 3,000 －4011無法

筋１
福岡県大野城市大池２－２１－３〒816-0904

本多　一男097899
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福岡県
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TEL 092-596-1350

（有）カワベエアテック 3,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市牛頸２－２３－５〒816-0971

川邉　保097901

TEL 092-951-2345

（有）ダイキ通信工業 3,000 －4011無法

電１通１
福岡県那珂川市大字上梶原７９４－４〒811-1223

原田　達樹097905

TEL 0947-42-7333

（有）ヤマショウ 5,000 －4009無法

土１管１水１消１
福岡県田川市大字奈良１５２０－２３〒826-0043

山内　勝博097906

TEL 0947-85-9024

（有）要建設 5,000 －4009無法

建１大１
福岡県田川市大字弓削田２０９６－１〒826-0041

平塚　満博097908

TEL 0947-62-2089

大場工務店 －4009無個

土１建１と１舗１解１
福岡県田川郡赤村大字赤５８１２－４〒824-0431

大場　治097913

TEL 0949-28-0855

（有）佐々木産業 3,000 －4004無法

管１機１
福岡県直方市大字植木４２１〒822-0031

佐々木　隆097914

TEL 0949-24-5921

（有）樋口興業 5,000 －4004有法

管１鋼１
福岡県直方市大字上新入１９６５－６〒822-0033

樋口　常廣097915

TEL 0949-32-9221

（有）サクラ工業 3,000 －4004無法

土１と１
福岡県宮若市龍徳１２１５－１〒823-0001

五木田　義秋097916

TEL 0948-28-1941

（有）九州シート 3,000 －4010有法

土１建１と１
福岡県飯塚市忠隈３２－１〒820-0071

原　和広097917

TEL 092-323-3312

（有）東組 3,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県糸島市篠原西３－６－６〒819-1129

東　秀明097929

TEL 092-331-8666

（株）福重産業 10,000 －4001有法

土１と１舗１水１解１
福岡県糸島市高田５－２６－７〒819-1102

在郷　晶子097930

TEL 092-928-9368

（有）森建設 3,000 －4011無法

土１舗１
福岡県筑紫野市紫４－９－１〒818-0061

森　洋一097934

TEL 092-452-3331

交和消防設備（株） 10,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－１５－３２－１Ｆ〒812-0896

鳴尾　順一097935
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福岡県
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TEL 092-555-6660

（有）タクミホーム 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区塩原３－１１－１０〒815-0032

山　　靖広097937

TEL 092-936-3941

栗本工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡志免町別府西二丁目１９番１号〒811-2232

栗本　照美097939

TEL 0944-87-6688

（株）イシモク・コーポレーション 40,000 －4003有法

大１内１具１
福岡県大川市大字向島１７０３〒831-0005

石井　泰彦097940

TEL 093-473-6663

（株）Ｋ・サトウ 20,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市小倉南区津田南町１７－２〒800-0248

佐藤　淑子097944

TEL 0944-72-9202

（有）井口黒板製作所 3,000 －4003無法

内１
福岡県柳川市三橋町起田１５９－２〒832-0801

井口　忠則097948

TEL 0943-32-0179

三共金属工業（有） 3,000 －4007無法

鋼１
福岡県八女郡広川町大字久泉５４８－１〒834-0112

延壽　宏臣097952

TEL 0947-22-4920

大隈電気工事 －4009無個

電１
福岡県田川郡福智町伊方４６０１－７〒822-1211

大隈　三保志097954

TEL 093-612-4048

（有）岬建設 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区上の原２－５－１２〒807-0071

富康　暢夫097957

TEL 0948-22-7757

飯塚製畳（株） 10,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市目尾９０３〒820-0062

大澤　敏康097965

TEL 0949-42-3292

（有）新谷製作所 3,000 －4004無法

建１鋼１
福岡県鞍手郡鞍手町八尋４１６－１２〒807-1308

新谷　留晴097966

TEL 093-961-4896

紅谷シャッター工業所 －4008無個

具１
福岡県北九州市小倉南区山手３－２３－１６〒802-0982

紅谷　健一097971

TEL 093-921-3127

野崎計量器修覆所 －4008有個

機１
福岡県北九州市小倉北区香春口２－９－１０〒802-0084

磯部　興一097972

TEL 092-322-3601

イケダ工業 －4001無個

と１
福岡県糸島市前原北４－１５－１－８０５〒819-1118

池田　政信097976
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TEL 093-602-4000

（有）風伯 3,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１
福岡県北九州市八幡西区則松５－２３－３〒807-0831

戸坂　哲哉097978

TEL 0947-22-2060

尾崎工務店 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡福智町弁城２１７７－１〒822-1212

尾崎　達也097982

TEL 0930-23-2280

青井管材（有） 8,000 －4005有法

土１と１管１舗１機１水１
福岡県行橋市大字寺畔２８７〒824-0042

青井　俊治097984

TEL 0930-56-4103

エクステリア大建 －4005無個

土１タ１
福岡県築上郡築上町大字有安３３３－１〒829-0313

大戸　照子097985

TEL 09496-2-0757

（有）梶原設備工業 3,000 －4004無法

土１と１管１舗１水１消１
福岡県鞍手郡小竹町大字新多３２１〒820-1104

梶原　隆伸097987

TEL 0948-72-1631

三郡電工 －4010無個

電１
福岡県飯塚市筑穂元吉７２１－１〒820-0705

原　直志097988

TEL 0948-24-1313

西部トーヨー住器（株） 12,000 －4010有法

具１
福岡県飯塚市西町７－１６〒820-0043

赤尾　英彦097989

TEL 0949-25-0919

高畑鉄筋 －4004無個

筋１
福岡県直方市大字山部字百合野通り８８７〒822-0034

高畑　力097990

TEL 0949-23-0150

（株）宇喜多工業 6,000 －4004有法

土１と１舗１水１解１
福岡県直方市大字植木１０３２－３〒822-0031

宇喜多　宗茂097991

TEL 093-436-2236

（有）沖永衛生社 5,000 －4005有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡苅田町大字与原２１２３－１〒800-0323

沖永　将弘097992

TEL 0948-82-3907

（株）幸袋テクノ 50,000 －4010有法

電２機２
福岡県飯塚市有安９５８－２３〒820-0111

村上　宏097993

TEL 0944-73-0111

（有）栄和塗装工業 3,000 －4003無法

塗１
福岡県柳川市三橋町垂見１２１－２〒832-0814

大橋　良治097997

TEL 0942-51-4221

（有）吉村防水工業 3,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市大善寺宮本１０７－３２〒830-0073

吉村　幸信098000
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TEL 0930-23-8067

森岡塗装 －4005無個

塗１防１
福岡県行橋市大字大野井５６４－３〒824-0041

森岡　正司098001

TEL 0948-22-0252

（有）ライフサービス 3,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市柳橋２８０－１〒820-0063

上野　孝子098002

TEL 0948-28-5713

（有）遠藤電気工業 3,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市川津９５－２８０〒820-0067

遠藤　恵美098003

TEL 0947-22-7171

（株）アルバ工業 18,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町神崎１０９８－２７５〒822-1202

大池　智喜098006

TEL 092-953-7118

日本洋瓦（株） 10,000 －4011無法

屋１
福岡県那珂川市中原東１－３－２１〒811-1214

久我　義明098007

TEL 093-882-4882

（有）小野建設 5,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－１６－１０〒804-0031

小野　孝義098008

TEL 092-406-3001

（株）三和エス・ピー 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市南区那の川１－６－２２〒815-0081

黒　　文之098011

TEL 092-803-0043

山下工務店 －4001無個

大１
福岡県福岡市早良区内野６－４－１４〒811-1123

山下　信次郎098012

TEL 092-663-6663

（有）エッジ 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市東区青葉６－６－９〒813-0025

日野　勝098013

TEL 092-761-1297

（有）オオスミ 3,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県福岡市中央区天神４－１－２３〒810-0001

大角　康隆098014

TEL 092-873-1882

（有）あかつき建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１機１水１
福岡県福岡市城南区片江２－７－１３〒814-0142

伏原　將士098016

TEL 092-874-3311

（株）アウルホーム 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区片江３－３９－２１〒814-0142

久保　賢太098017

TEL 093-591-8545

（株）ケイツウ 10,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区篠崎３－４－７〒803-0861

稲永　順司098022
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TEL 092-502-0567

（有）筑紫興産 6,000 －4011無法

電１管１
福岡県春日市須久北５－６〒816-0864

金子　敏一098023

TEL 092-273-1600

（株）ミスターフローリング 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区須崎町７－４－６〒812-0028

平安　弘和098025

TEL 092-626-3077

（有）福設工 3,000 －4001無法

土１と１管１舗１機１
福岡県福岡市東区筥松２－１０－２４－１０３〒812-0061

行宗　周治098026

TEL 092-933-0897

（有）ホンダ木工 5,000 －4001有法

内１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４－４－２２〒811-2108

本田　健治098027

TEL 092-821-1311

（株）エルテックス・ヨシダ 80,000 －4001無法

土２電２塗２
福岡県福岡市早良区西新２－１－３０〒814-0002

吉田　大輔098029

TEL 0949-23-0489

川原土建 －4004無個

土１と１石１舗１し１
福岡県直方市大字下新入２６３０－１〒822-0032

川原　雄一098032

TEL 092-710-1379

（株）クラフト 8,000 －4011無法

鋼１
福岡県那珂川市西隈１－１１－１〒811-1242

中川　芳信098034

TEL 092-952-9568

ランドスケープ杜 －4011無個

園１
福岡県那珂川市片縄西３－８－１〒811-1202

岩永　昭098035

TEL 092-951-1950

（株）日本パイプクリーニング 10,000 －4011有法

管１水１
福岡県那珂川市後野２６２－４〒811-1241

難波　信二098040

TEL 092-606-9941

（有）福祥 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区三苫７－１２－１７〒811-0201

鮎川　祥一098041

TEL 092-976-2706

（有）キュウシュウーテクノ 6,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡久山町大字山田２１９６－１〒811-2502

北園　滋巳098042

TEL 092-775-5750

（株）住環境工房らしんばん 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市城南区友丘１－８－５０〒814-0112

白水　秀一098045

TEL 093-434-0053

ミナト産業（株） 35,000 －4005無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県京都郡苅田町幸町１８－１〒800-0314

河本　典雄098050
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TEL 0942-26-7126

（有）野口電気工事 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市安武町武島３８９－１〒830-0071

野口　春吉098052

TEL 0930-33-5392

高辻工務店 －4005無個

土１と１舗１解１
福岡県京都郡みやこ町綾野１１１－２〒824-0104

丹生　廣子098053

TEL 0944-22-3382

（有）水斗 10,000 －4003無法

土１と１管１舗１水１
福岡県みやま市高田町濃施５４１－２〒839-0215

久保田　隆二098054

TEL 0943-22-5911

（有）美土里測量建設 5,000 －4007無法

土１と１舗１し１水１
福岡県八女市平田４３－１〒834-0003

服部　美千子098057

TEL 093-293-8729

（有）丸真産業 6,000 －4008無法

屋１
福岡県遠賀郡遠賀町大字浅木５９－１〒811-4312

松　　　　098060

TEL 0979-82-0923

起産業（有） 3,000 －4005有法

土１と１舗１水１解１
福岡県豊前市大字宇島２１３〒828-0022

崔　起明098064

TEL 092-441-5121

（株）ハイマート産業 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区東比恵３－１３－１〒812-0007

中島　民生098065

TEL 092-803-2194

（株）創空技研 10,000 －4001有法

建１電１管１通１
福岡県福岡市早良区大字小笠木８２０〒811-1112

徳永　琢司098066

TEL 092-731-4271

（有）店舗インテリア原口工房 3,000 －4001無法

建１電１管１内１
福岡県福岡市中央区薬院１－６－３３－１５〒810-0022

原口　修098067

TEL 0979-82-1696

（有）惠良工務店 5,000 －4005無法

土１と１管１舗１水１
福岡県豊前市大字四郎丸４２３－１〒828-0011

惠良　信吉098068

TEL 0943-47-2425

ハウジングキムラ －4007無個

建１
福岡県八女市矢部村北矢部６３２８〒834-1401

木村　隆美098072

TEL 0943-35-0120

（株）クリア 10,000 －4007有法

土１と１管１舗１解１
福岡県八女市立花町白木６６１５〒834-0084

松尾　直樹098074

TEL 092-641-7661

（株）アラム 20,000 －4001有法

建１大１左１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－４－１６〒812-0051

杉谷　隆行098075
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TEL 092-943-5411

西電興産（株） 20,000 －4001有法

建２機２解１
福岡県古賀市駅東３－３－１〒811-3102

秋山　廣美098078

TEL 0940-36-8088

（株）西建 39,000 －4008有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県宗像市東郷２－１－４３〒811-3436

松本　康宏098081

TEL 0949-32-1974

良心興業 －4004無個

土１
福岡県宮若市龍徳１２８４〒823-0001

大西　良昌098082

TEL 092-622-8744

（株）木季工房 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区東平尾１－１６－３０〒812-0853

多比良　恒二098087

TEL 092-621-0390

山代ガス福岡（株） 10,000 －4001有法

建１管１
福岡県福岡市東区松田３－１５－８〒812-0064

大塚　浩司098090

TEL 0948-29-5769

（有）月俣鉄筋 3,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市相田１１５６－１０〒820-0052

月俣　満098095

TEL 092-811-6970

（有）ロックベスト 3,000 －4001有法

内１絶１
福岡県福岡市西区野方３－１－８〒819-0043

登　崇将098097

TEL 092-940-7160

（有）ホットサポート 3,000 －4001無法

電１管１機１消１
福岡県古賀市新久保２－１６－１６〒811-3118

武智　修098098

TEL 092-811-5251

（有）丸道建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区吉武３５７－２〒819-0036

前田　朋彦098101

TEL 092-587-0505

（株）フクスイ 10,000 －4001有法

土１管１水１
福岡県福岡市博多区金の隈３－１４－１５〒812-0863

松田　貴之098102

TEL 092-571-2745

なかしま建創 －4001無個

建１タ１内１
福岡県福岡市博多区麦野１－１９－５〒812-0882

中島　信美098103

TEL 093-246-1088

（株）中條工務店 40,000 －4008無法

大１
福岡県中間市大字中底井野字砂堀１１６４－２９〒809-0002

井口　明成098108

TEL 0949-42-3149

ランアップ（株） 17,500 －4004無法

土１と１石１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延字野田１２９８－５〒807-1305

石田　隆二098111
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TEL 093-871-1217

九船建設（株） 45,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市戸畑区銀座１－７－１３〒804-0076

矢野　聖子098116

TEL 0942-65-6901

（株）ワイド 10,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市安武町武島６９６－８〒830-0071

岩本　將伸098121

TEL 0944-72-8746

（有）イノウエ愛松園 3,000 －4003無法

石１園１
福岡県柳川市三橋町柳河８１７－２〒832-0806

井上　真也098123

TEL 0947-82-1023

（有）毛利管工 3,000 －4009無法

管１水１
福岡県田川郡添田町大字庄１１６５－１〒824-0601

毛利　宏098129

TEL 0930-24-6829

（有）ダイイチ 3,000 －4005有法

建１
福岡県行橋市東大橋２－１３－７〒824-0002

井上　慶造098137

TEL 0930-37-2378

（有）杉元板金 4,000 －4005有法

板１絶１
福岡県行橋市大字長尾４９７〒824-0075

杉元　雅章098138

TEL 093-511-5141

（株）ケイ・コーポレーション 10,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区神岳１－１－２６〒802-0045

木本　英和098140

TEL 092-874-4521

（株）九州システム通信 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市早良区田隈１－１－２５〒814-0174

北島　茂成098144

TEL 092-804-8200

（有）アタビス 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市早良区大字小笠木１１９１－６〒811-1112

柴田　義則098145

TEL 0946-42-3297

（株）マルナカ興産 3,000 －4006有法

と１舗１し１解１
福岡県朝倉郡筑前町砥上９６０〒838-0223

田中　康幸098150

TEL 0944-73-5935

泰斗工業 －4003無個

塗１
福岡県柳川市西蒲池２６０－１〒832-0005

古賀　優次098157

TEL 0944-74-2653

山田建設 －4003無個

大１
福岡県柳川市立石６０３－１〒832-0003

山田　義弘098158

TEL 092-707-9292

（株）駿河コーポレーション 10,000 －4011無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県大野城市大城４－９－８〒816-0911

塘之口　守098164
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TEL 093-752-7200

（株）西日本テクノス 20,000 －4008有法

土２建２電１管１鋼２塗２機１
福岡県北九州市若松区安瀬４７－１〒808-0022

安永　博文098168

TEL 092-623-6641

（株）メタルエンジニア 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２塗２防２内２絶２具２解１
福岡県糟屋郡粕屋町仲原２８０３－１〒811-2304

前田　大介098170

TEL 0940-37-4770

大祥工業（有） 3,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県宗像市東郷１－７－２１〒811-3436

盛永　久貴子098172

TEL 092-582-0156

沼口建設 －4001無個

土１舗１
福岡県福岡市博多区板付６－９－１６〒816-0088

沼口　清典098175

TEL 092-957-6340

（有）松柏 100 －4001無法

土１と１
福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂２－４－３〒811-2103

逸見　清隆098176

TEL 092-953-8600

（有）野田技建 20,000 －4011無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県那珂川市西畑１４３５－４１〒811-1246

野田　高志098179

TEL 092-932-3811

池辺ブロック工業（株） 10,000 －4001有法

タ１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵７４１－１〒811-2114

池邊　康徳098180

TEL 0949-32-8797

（有）シンワ建設 3,000 －4004無法

土１と１管１鋼１舗１し１水１
福岡県宮若市上大隈６８４－６０〒823-0005

盆子原　進098181

TEL 0930-54-0618

塚本住建 －4005無個

建１
福岡県築上郡築上町大字檪原５５７－１〒829-0124

塚本　利勝098184

TEL 0947-49-0337

（有）池田組 3,000 －4009無法

土１大１と１石１舗１水１
福岡県田川市大字夏吉３０７７〒825-0004

池田　幸市098189

TEL 093-475-1287

（有）福智通信 3,100 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区上吉田１－７－５〒800-0201

原口　浩一098203

TEL 092-952-9568

フジタ設備 －4011無個

管１
福岡県那珂川市片縄北７－３－１８〒811-1203

藤田　茂098205

TEL 092-585-1202

（株）システムハウス 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区竹丘町２－３－９－２－３Ｅ〒812-0878

長野　貴年098206
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TEL 092-574-7775

石井建装 －4011無個

内１
福岡県春日市須玖南１－１４９－３１１〒816-0863

石井　力男098207

TEL 092-865-5199

（有）アピコーポレーション 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区東油山５１５－４２〒814-0155

坂口　正孝098211

TEL 0942-51-2640

（有）リパイド 5,000 －4002無法

建１と１塗１防１
福岡県久留米市藤山町１６６４－６１〒830-0053

副島　龍輔098214

TEL 093-603-5591

（有）宮丸建設 10,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区御開５－４－１８〒807-0806

宮丸　勝紘098217

TEL 093-533-2281

（有）三涼 3,000 －4008有法

石１タ１
福岡県北九州市小倉北区赤坂５－４－４６〒802-0032

奥野　純也098218

TEL 093-631-6713

（有）松尾建設興業 5,000 －4008有法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区青山１－５－１７〒806-0043

松尾　清貴098219

TEL 092-474-1006

渉組 －4001無個

と１
福岡県福岡市博多区博多南２－１０－３５－２０３〒812-0016

田中　総明098220

TEL 092-626-7834

（有）タカヒラ工業 3,000 －4001有法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市東区松島３－２５－１６〒813-0062

　比良　友博098222

TEL 093-322-1500

（有）カツソウ 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市門司区丸山２－１０－２３〒801-0831

勝田　新吾098225

TEL 093-451-3733

（有）藤田材木店 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区長行西５－１９〒803-0272

藤田　靖弘098226

TEL 0947-26-3148

（有）山田建設 5,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡糸田町１４２１〒822-1300

新開　信雄098228

TEL 0947-26-4358

（有）翔陽建設 5,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡糸田町３６９９－５〒822-1300

山田　彪人098229

TEL 092-883-7263

（有）菱真建設 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区上山門２－４－２６〒819-0054

田中　亮098231
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TEL 092-881-2815

（有）護代土木 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区姪の浜３－３４－８〒819-0055

寺田　謹也098234

TEL 0930-23-9386

西日本興業 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県行橋市東泉４－２１－１０〒824-0035

山下　龍馬098235

TEL 0930-42-3737

尾崎工務店 －4005無個

建１
福岡県京都郡みやこ町犀川本庄５３１－８〒824-0231

尾　　繁三098237

TEL 0949-32-0480

（株）長瀬建設 10,000 －4004無法

土１
福岡県宮若市磯光１８２７－２３１〒823-0004

長瀬　好正098238

TEL 092-921-2699

（有）インパクト 3,000 －4011無法

内１
福岡県筑紫野市杉塚２－１２－３３〒818-0054

佐藤　俊行098239

TEL 092-692-8668

（有）池園管工 3,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市東区高美台１－３６－１０〒811-0215

池園　博信098241

TEL 0943-42-0457

松尾工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町北木屋２４２０－１〒834-1203

松尾　清治098245

TEL 0944-63-7064

河野造園 －4003無個

園１
福岡県みやま市瀬高町河内５６８－１〒835-0014

河野　祐次098246

TEL 0944-86-5712

（有）日本ビルド 3,000 －4003有法

建１
福岡県大川市大字向島１０３８〒831-0005

石橋　隆義098247

TEL 092-408-7771

サインエフェクト（株） 10,000 －4001有法

鋼１内１
福岡県福岡市南区長丘５－２５－１２〒815-0075

渕上　賢098249

TEL 0949-29-7072

（有）奥田組 5,000 －4004無法

土１管１
福岡県直方市大字植木２７８－２〒822-0031

菊地　孝弘098252

TEL 0947-22-1810

中村電設 －4009無個

電１
福岡県田川郡福智町弁城２５２２－１〒822-1212

中村　卓智098254

TEL 093-621-6636

菅原産業（株） 26,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市八幡西区夕原町３－１６〒807-0813

菅原　敬介098256
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TEL 093-963-8050

甲斐ボーリング －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１井１水１
福岡県北九州市小倉南区志井１－１８－２〒802-0985

甲斐　浩治098257

TEL 0946-42-0890

木本技建 －4006無個

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈６５８－１３〒838-0215

木本　治男098258

TEL 092-588-0788

妙善鋼業（有） 3,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市博多区麦野２－１６－１８〒812-0882

福岡　まゆみ098260

TEL 092-947-4611

（株）マリンリバー 10,000 －4001有法

建１電１管１機１
福岡県糟屋郡篠栗町和田２－３２－１３〒811-2414

　原　幸志098261

TEL 092-405-9530

エース設備（有） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区城西２－３－１５〒814-0003

丸目　勝098263

TEL 0942-53-9788

下川建設 －4007有個

土１
福岡県筑後市大字常用６４６－４〒833-0016

下川　智運098265

TEL 093-651-5881

（有）野川住建 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１
福岡県北九州市八幡東区東山１－６－２９〒805-0026

野川　茂098270

TEL 093-602-5731

　川塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区本城学研台３－５－５〒807-0807

　川　良一098272

TEL 092-572-2455

（株）グランドスラム 15,000 －4001無法

大１内１具１
福岡県福岡市南区横手３－１１－１〒811-1311

木村　優098273

TEL 092-805-5114

アットホームサービス －4001無個

建１
福岡県福岡市西区大字田尻２５２３－４〒819-0383

高木　浩二098278

TEL 092-781-7770

（株）コミュニティサービス 30,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市中央区天神５－１０－１１〒810-0001

樫山　司098279

TEL 092-624-2522

（株）リョクシ 30,160 －4001有法

と１園１
福岡県福岡市東区多の津３－１４－１２〒813-0034

舩越　春介098280

TEL 092-741-3421

（有）シンタニ 3,000 －4001有法

絶１
福岡県福岡市中央区福浜２－５－７－７１６〒810-0066

新谷　正雄098284
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TEL 092-622-9166

（有）成管工業 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市東区多の津４－３－１９〒813-0034

福留　和広098290

TEL 0942-21-1205

大喜商会 －4002無個

土１建１管１
福岡県久留米市本山１－１７－３９〒830-0056

津田　喜道098297

TEL 0942-51-9200

木下断熱 －4002無個

絶１
福岡県久留米市藤光町１２６１－１６〒830-0054

木下　孝志098299

TEL 0942-77-1200

（有）二ノ宮建設 20,000 －4002有法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県三井郡大刀洗町大字冨多１３５５－１〒830-1201

二ノ宮　孝二098300

TEL 092-681-7121

（有）大宝 3,000 －4001無法

土１管１舗１水１
福岡県福岡市東区大字上和白１３３４－１－１０６〒811-0216

吉森　大一作098311

TEL 0930-52-0877

（有）サン・フレッシュ 29,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県築上郡築上町大字上別府５８６－７〒829-0105

上田　信輝098316

TEL 0930-23-2654

（有）北山造園 3,000 －4005有法

土１園１
福岡県行橋市大字上稗田１３４１－３〒824-0055

北山　鈴代098317

TEL 092-915-5352

斉藤デンキ －4011無個

電１
福岡県春日市松ヶ丘４－３〒816-0843

齋藤　康成098323

TEL 0979-82-1066

豊前高圧ガス（株） 50,000 －4005有法

管１機１
福岡県豊前市大字八屋３２２－５２〒828-0021

矢鳴　一尊098325

TEL 093-641-5255

（有）田代緑香園 3,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町６－１２〒806-0041

樋口　健一098327

TEL 093-961-5332

（有）井手尾重機 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区横代南町５－９－５〒802-0826

井手尾　信一098328

TEL 093-481-2612

協和 －4008無個

塗１防１
福岡県北九州市門司区吉志４－１８－１６〒800-0114

亀山　龍三098329

TEL 092-567-7102

（有）ムクモト電機 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区花畑２－４２－３０〒811-1356

椋本　一水098339
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TEL 092-572-5866

（有）平山建具製作所 3,000 －4001有法

建１内１具１
福岡県福岡市南区曰佐５－１５－２５〒811-1313

松村　浩幸098343

TEL 092-574-7751

（株）サンクス産業 10,000 －4001有法

左１と１塗１防１
福岡県福岡市博多区新和町２－２－７－４０１〒812-0875

梶原　武士098344

TEL 0946-22-0281

（有）風成 3,000 －4006有法

土１と１
福岡県朝倉市三奈木３１１－２〒838-0023

椿　哲實098345

TEL 092-710-8440

（株）エフ・シー・ジー 3,000 －4001無法

内１
福岡県古賀市今の庄２－１４－２３〒811-3117

松山　正人098347

TEL 093-583-3477

（株）テラ 5,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１塗１解１
福岡県北九州市小倉北区西港町１２５－８〒803-0801

藤本　倫康098350

TEL 092-413-1131

島塚塗料（株） 15,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市博多区山王１－１４－１０〒812-0015

島塚　裕明098361

TEL 092-474-9922

（有）エム・エフ・ネット 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－４－８〒812-0013

深堀　稔098363

TEL 093-592-5899

（有）エアーズテクニカ 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区篠崎１－１０－２７〒803-0861

三上　宏二098366

TEL 092-402-1105

（有）ハンズ 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区清川３－１１－５〒810-0005

中島　清史098369

TEL 092-501-9034

（有）アド・プロ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区的場１－１６－７〒811-1314

樋口　秀隆098370

TEL 092-475-5123

（株）エヌ・ティ・ティ・データ九州 100,000 －4001有法

通２
福岡県福岡市博多区博多駅前１－１７－２１〒812-0011

佐藤　歩098374

TEL 0944-62-3868

（株）笑和 10,000 －4003有法

建１
福岡県みやま市瀬高町小川２４－４〒835-0023

牧嶋　康雄098380

TEL 0944-74-1838

（有）共栄建設 8,000 －4003無法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県柳川市南浜武１２０６－２〒832-0083

椛島　和善098384
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TEL 0947-45-9501

谷口建設 －4009無個

土１建１大１と１屋１タ１鋼１塗１防１内１解１
福岡県田川市大字川宮１５６７－１０〒826-0042

谷口　暢生098388

TEL 0949-32-3003

（有）キムラ造園土木 5,000 －4004無法

土１園１
福岡県宮若市龍徳７２１〒823-0001

木村　弘二098390

TEL 0948-25-5551

大塚空調工業 －4010無個

管１
福岡県飯塚市津島５３８〒820-0064

大塚　洋098392

TEL 0948-22-1362

大内田産業（株） 30,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市川津３５１－１〒820-0067

大内田　仁嗣098393

TEL 092-805-5750

（有）プロコン福岡 5,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原８５３－１〒819-0163

戸野川　太一098396

TEL 0944-53-2019

（有）林工務店 5,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市天領町３－１－１２〒836-0054

井形　佳代子098400

TEL 0942-22-3259

（有）クガ塗装 3,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市南４－４－２６〒830-0051

空閑　英雄098401

TEL 0942-33-8017

塚本塗装店 －4002無個

塗１
福岡県久留米市津福今町２１５－９〒830-0061

塚本　治重098404

TEL 0979-24-6591

修和建設工業 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県築上郡吉富町大字　生３０－５〒871-0833

野上　修098408

TEL 0942-65-6790

二葉金物（株） 10,000 －4002有法

と１板１
福岡県久留米市安武町安武本３１１４－６〒830-0072

片渕　達也098410

TEL 0942-78-6819

（有）三牧設備 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市北野町高良２６７－２２〒830-1114

三牧　俊朗098411

TEL 0946-42-1189

（有）武土木建設 20,000 －4006有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県朝倉郡筑前町東小田１９３５－１〒838-0214

武田　展彦098421

TEL 092-776-8857

（有）博美 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区生松台１－１７－７〒819-0044

中園　秀二098423
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TEL 092-924-8324

（株）松尾アルミニウム工業 3,000 －4011有法

具１
福岡県筑紫野市上古賀１－１６－１〒818-0041

松尾　俊二098425

TEL 093-616-6942

（有）Ｓ・Ｖ・Ｅ 10,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市八幡西区竹末２－１０－１３〒806-0045

田上　龍治098428

TEL 093-482-8785

（株）アートビルド 3,000 －4008無法

板１
福岡県中間市岩瀬１－１８－８〒809-0011

宗野　成廣098432

TEL 093-571-4715

（有）外山工業 3,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘２－２－１０〒803-0827

外山　雄介098434

TEL 092-805-6668

（有）小川内重機 5,000 －4001有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区大字田尻２３２８〒819-0383

小川内　恒098440

TEL 0948-22-2651

アイテックシステム（株） 20,000 －4010有法

電２管１機１
福岡県飯塚市横田後牟田工業団地〒820-0044

吉田　和彦098443

TEL 092-957-1311

（株）クリオ 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－４－１〒811-2317

森田　輝徳098445

TEL 092-683-1315

（株）光陽 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区千早５－１４－４６〒813-0044

市丸　浩098447

TEL 092-622-0322

東福岡トーヨー住器（株） 10,000 －4001有法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区原田１－４２－３５〒812-0063

溝江　尚元098450

TEL 093-661-0032

ＫＯＵＷＡ－Ｇ．Ｐ －4008無個

土１左１
福岡県北九州市八幡東区祇園４－７－２５〒805-0067

藤間　法和098453

TEL 093-521-4660

古賀畳襖店 －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉北区上富野２－５－１６〒802-0022

野口　邦彦098454

TEL 093-931-5306

（有）サンスリーホーム 6,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－１１－２５〒802-0062

大村　敬司098455

TEL 093-562-0520

和工業（有） 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区原町１－５－３－１０１〒803-0815

野田　勝098456
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TEL 093-475-0285

（有）エースシステム工業 3,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区上吉田６－１６－２７〒800-0201

藤﨑　正彦098462

TEL 0949-52-3036

清水建設 －4004無個

建１
福岡県宮若市原田１８７１－１〒822-0112

清水　春次098463

TEL 0947-48-1030

（有）サン建設企画 3,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川市大字奈良１８５３〒826-0043

松岡　洋一098465

TEL 0930-26-6129

大親興業 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県行橋市大字流末１０９９－３〒824-0043

大迫　和実098466

TEL 0979-83-2525

（株）若本屋 5,000 －4005有法

管１
福岡県豊前市大字千束２８９－５〒828-0053

若本　浩平098467

TEL 092-534-7537

（株）アストア 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区白金１－１２－８〒810-0012

穴井　雅範098471

TEL 092-410-6301

（株）北松建設 10,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字新原７５－２〒811-2111

田向　偉和男098474

TEL 092-872-3122

（有）ワズ 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市早良区早良１－１０－１６〒811-1122

渡邉　明098475

TEL 093-381-0935

インテリアアートガロ －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区東馬寄１－１８〒800-0052

坂井　英雄098477

TEL 093-481-2967

（有）三洋建材店 3,000 －4008有法

建１大１
福岡県北九州市門司区大字伊川１３７３－１〒800-0101

松原　武晴098478

TEL 092-882-8777

伊東建匠 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区拾六町３－２２－９〒819-0041

伊東　誠098487

TEL 0942-77-5644

（有）零建築工房 5,000 －4002無法

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２４８５－１８〒830-1221

弓削　憲二098493

TEL 093-617-9366

（有）日伸断熱工業 5,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区大字金剛字一丁田１４６－１〒807-1263

久野　勲098501
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TEL 092-414-5335

（株）ジオシステム 11,000 －4001有法

土１と１井１
福岡県福岡市博多区竹下５－１９－２２〒812-0895

大石　航平098503

TEL 092-738-7282

ＴＯＴＯ水彩プラザふじ（株） 20,000 －4001有法

建１管１解１
福岡県福岡市中央区警固１－１４－１－１０１〒810-0042

中村　勇治098505

TEL 0942-44-9731

（有）本田板金工業 3,000 －4002無法

板１
福岡県久留米市御井町２４０９－１〒839-0851

本田　雅樹098508

TEL 0942-64-4505

（有）秋吉板金工業 5,000 －4002無法

建１屋１板１
福岡県久留米市三潴町高三潴１１５５－４〒830-0103

秋吉　義明098510

TEL 0944-76-3700

（有）小森建設 5,000 －4003無法

土１と１し１水１解１
福岡県柳川市大和町豊原４４２－１〒839-0242

小森　邦広098511

TEL 0942-44-7655

シグマコンポーネント（株） 20,000 －4002有法

建１大１具１
福岡県久留米市東合川２－７－２２〒839-0809

郡　隆文098512

TEL 0942-22-3349

牛島電設 －4002無個

電１
福岡県久留米市上津町１２６６－８〒830-0052

牛島　大助098515

TEL 093-618-5288

（有）アドヴァンステクノ 3,000 －4008有法

土１建１と１
福岡県北九州市八幡西区香月中央３－４－９〒807-1102

坂口　普一098524

TEL 092-951-7022

（株）テクノエンジニア 20,000 －4011無法

管１
福岡県那珂川市今光１－５〒811-1211

槌田　清彦098532

TEL 0949-28-8929

（有）藤田組 3,000 －4004無法

土１大１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県直方市大字赤地１９１－１〒822-0012

藤田　慶展098535

TEL 0947-46-0088

太閤樹園 －4009無個

園１
福岡県田川市栄町１５－２２〒825-0011

高橋　忠義098536

TEL 092-517-7101

（有）ハラカワ 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市南区柏原３－１２－１５〒811-1353

原川　清司098539

TEL 092-938-8585

（有）阿部工業 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１塗１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬１０８４－３〒811-2412

阿部　和男098541
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TEL 092-503-7989

司建設興業 －4001無個

と１
福岡県福岡市博多区東月隈２－１０－７〒812-0854

安河内　賢司098543

TEL 093-963-5619

横代電工 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区横代南町３－８－９〒802-0826

立岩　丞二098555

TEL 093-681-5126

栄徳建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区河桃町２－７〒806-0016

山本　竹虎098556

TEL 092-592-3095

（有）エアロ九州 3,000 －4001無法

管１板１
福岡県福岡市博多区井相田１－７－１５〒812-0881

松枝　次宏098557

TEL 0943-72-0539

（株）須山建設 3,000 －4002有法

土１建１大１と１
福岡県久留米市田主丸町菅原９７２－１〒839-1225

須山　香平098564

TEL 0944-22-5601

サン工業（株） 10,000 －4003無法

機１
福岡県みやま市高田町北新開４１５－１〒839-0204

田中　義雄098567

TEL 0942-32-4612

（株）未来工房 30,000 －4002無法

建２
福岡県久留米市津福本町７３１〒830-0047

金原　巳和子098568

TEL 092-589-1140

（株）ミタテン 10,000 －4011無法

と１鋼１内１
福岡県春日市松ヶ丘６－２６〒816-0843

三谷　直義098571

TEL 092-586-8441

スカイホーム －4011無個

建１
福岡県春日市春日２丁目８番地〒816-0814

庄司　一博098575

TEL 0940-62-3775

藤村建設 －4008無個

土１
福岡県宗像市田島７５７－２〒811-3505

藤村　直次098576

TEL 0948-42-8834

松村工業 －4010無個

と１
福岡県嘉麻市岩崎１３６７－４〒820-0205

松村　吉福098579

TEL 093-434-6123

（株）ＭＳＧ 5,000 －4005無法

土１建１大１と１屋１管１タ１舗１塗１防１内１水１解１
福岡県京都郡苅田町港町２２－８〒800-0315

大羽　太志098581

TEL 093-963-4152

ハヤマ住建（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区葉山町３－１－５８〒802-0837

羽田野　由明098590



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-473-6784

（有）横本工業 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉南区下吉田４－１８－９〒800-0203

横本　慎一098595

TEL 092-593-7515

スペース・ワーク（株） 20,000 －4001有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２園２水２解２
福岡県福岡市博多区板付５－１１－２〒812-0888

瀧口　正志098599

TEL 092-933-8568

（有）ヤマムラ建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂３－１６－１１〒811-2103

高見　成世098604

TEL 0949-42-3231

（有）東研工業 3,000 －4004無法

土１建１と１鋼１舗１水１
福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧２１１１－４〒807-1311

成清　正人098614

TEL 093-383-0001

（株）エフォート 10,000 －4008有法

建１と１鋼１塗１防１内１機１解１
福岡県北九州市八幡西区陣原１－１３－１〒807-0821

玉田　利夫098615

TEL 092-325-2477

（有）ショーケン 3,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県糸島市二丈片山１７１７〒819-1611

庄島　満098617

TEL 092-322-1208

岡　建設 －4001無個

建１鋼１
福岡県糸島市泊３８３〒819-1111

岡　　乾冶098618

TEL 092-589-9700

（有）アイデック 3,000 －4011無法

土１と１舗１
福岡県春日市松ヶ丘５－８〒816-0843

瀬田川　清司098619

TEL 092-589-3377

（株）アーキテックス 5,000 －4011有法

建１大１内１
福岡県春日市一の谷１－１２６〒816-0852

栗山　浩098620

TEL 092-411-1311

（株）二和商会 10,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市博多区東比恵１－２－２〒812-0007

長　和敏098621

TEL 092-938-6705

（有）前川建装 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４－７－１７〒811-2315

前川　安人098624

TEL 092-932-9388

（株）西部製作所 12,000 －4001有法

電１管１鋼１機１
福岡県糟屋郡須恵町佐谷１４２２－２〒811-2115

西村　栄次郎098625

TEL 0930-23-4109

岩本工務店 －4005無個

建１
福岡県行橋市大字道場寺２７６－９〒824-0026

岩本　智宏098628



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-631-6217

（株）ネットクライム 10,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市八幡西区青山１－１－５４〒806-0043

坂口　佳寛098629

TEL 093-293-2326

元木解体業 －4008無個

と１解１
福岡県遠賀郡遠賀町虫生津南５－３０〒811-4324

元木　龍一098631

TEL 0943-23-0596

津田建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町北山７７５〒834-0085

津田　進098637

TEL 0943-75-3198

古賀パイル建材 －4002無個

と１
福岡県うきは市吉井町福益９０５－１９〒839-1332

古賀　優二098640

TEL 0946-42-3846

（有）真光工業 3,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県朝倉郡筑前町東小田３２２６－２〒838-0214

原　一男098644

TEL 0940-52-4570

（株）パークレスキュー 10,000 －4008無法

土１建１と１鋼１水１解１
福岡県福津市津屋崎５－１９－２１〒811-3304

脇本　英朗098647

TEL 092-885-5438

（有）エムテック 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市西区西の丘２－３－１－２２２〒819-0046

松永　勲098648

TEL 092-775-7702

（有）イー・ケー 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市中央区平尾浄水町９－１－３０６〒810-0029

平田　巧098649

TEL 092-834-7415

（株）村上建総 55,000 －4001有法

建２大２屋２管２内２消１
福岡県福岡市城南区片江１－２４－３１〒814-0142

村上　博之098652

TEL 0947-22-0581

清水建装 －4009無個

建１
福岡県田川郡福智町神崎１５３３〒822-1202

清水　儀行098655

TEL 0930-52-3770

（有）ダイヤ商会 3,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県築上郡築上町大字下香楽２１９〒829-0113

高橋　尚子098659

TEL 093-631-9523

（有）岩﨑建装 3,000 －4008有法

屋１板１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区市瀬２－６－１７〒806-0063

岩﨑　大輔098660

TEL 092-623-6901

（株）サンヨー建材工業 5,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市東区原田１－４３－４３〒812-0063

越智　多見男098661



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-44-0648

大和造園 －4009無個

園１
福岡県田川市猪国２２５２－２〒826-0045

大和　研二098664

TEL 0930-23-8226

（有）白川設備 3,000 －4005無法

消１
福岡県行橋市大字稲童８７１－４〒824-0022

白川　賢司098665

TEL 0943-42-9707

（株）大徳 10,000 －4007有法

土１建１と１舗１園１水１解１
福岡県八女市黒木町土窪１５１５－１〒834-1211

堤　隆徳098668

TEL 0942-22-2177

（有）小田村塗建工業 3,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市藤山町１００－１〒830-0053

小田村　知典098670

TEL 0942-53-8898

（有）ハーモニーハウス 3,000 －4007有法

建１
福岡県筑後市長浜１５０８－２〒833-0005

草場　良晴098671

TEL 093-932-3636

（株）トリニティー 10,000 －4008無法

建１管１
福岡県北九州市小倉北区吉野町９－２１〒802-0085

野村　幸夫098676

TEL 093-481-4063

（有）ウッドマン 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１園１水１解１
福岡県北九州市門司区大字猿喰１３７〒800-0102

近藤　賢治098678

TEL 092-928-3388

（株）アートハウス 10,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市湯町１－１７－８〒818-0058

吉村　清治098681

TEL 092-651-1947

（株）許斐商店 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区箱崎２－１０－４〒812-0053

許斐　孝司098683

TEL 092-806-7370

（有）原住建 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区今津１７２６－２〒819-0165

原　浩司098684

TEL 092-933-9387

九州ビナン（有） 20,000 －4001有法

管１消１
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２－７－１２〒811-2128

田中　　男098685

TEL 093-246-2853

（有）アリ．ユアーズ 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県中間市下大隈瀬戸１２６８－２〒809-0004

中屋　利和098688

TEL 093-222-3738

（有）萩原工業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿字丸ノ内１５１７－１〒807-0141

萩原　洋一098689



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-922-6339

（有）浜崎装飾 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町３－３－１６〒800-0256

濱﨑　繁則098699

TEL 093-618-5717

（株）ＺＯＭＥ 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区下畑町１３－７〒807-1123

村上　茂真098702

TEL 0942-73-5311

（有）オーエヌＴＥＣＨ 3,000 －4002無法

管１
福岡県小郡市福童１６５－１〒838-0137

尾中　洋一098705

TEL 0942-47-5093

（有）鹿毛建設 3,000 －4002無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県久留米市大橋町蜷川１４６５〒839-0831

鹿毛　亨敏098706

TEL 0942-32-2825

（株）ナンチク 20,000 －4002無法

土１舗１
福岡県久留米市東櫛原町１４６９－１０〒830-0003

堤　一治098708

TEL 093-882-9075

永瀬工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区西大谷２－１０－１６〒804-0032

永瀬　一夫098713

TEL 0948-26-5454

（有）二ノ城組 3,000 －4010無法

土１建１
福岡県飯塚市天道４９４〒820-0075

二ノ城　政春098715

TEL 092-327-1902

（有）荒川建設 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県糸島市志摩馬場１５６－８〒819-1305

荒川　義人098719

TEL 092-953-5475

（株）つばき電設 25,000 －4011無法

電２
福岡県那珂川市中原４－４９－２〒811-1213

近藤　憲一098721

TEL 093-562-6577

（有）ケーティーテクノ 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉北区西港町１２４－３〒803-0801

　野　蔵治098727

TEL 092-574-5704

（株）総和電通 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区弥永４－５－１９〒811-1323

時　光義098728

TEL 092-441-7951

安田建物管理（株） 30,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１消１
福岡県福岡市博多区東比恵３－５－３〒812-0007

安田　進098731

TEL 092-836-6423

（有）テイケン 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区西新１－７－１０〒814-0002

樂満　光明098733
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令和 4年 3月末日 現在　　
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739頁

福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-741-2811

（株）ＵＮＯ建設 20,000 －4008有法

土２建２と２鋼２解２
福岡県北九州市若松区高須東４－２－８〒808-0144

松木　聖多朗098736

TEL 0942-32-7550

（株）木村産業 3,000 －4002有法

と１解１
福岡県久留米市大石町３７０－１〒830-0049

木村　充男098737

TEL 092-954-3618

（株）幸建 10,000 －4011無法

土１左１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県那珂川市後野２－１－２－２０３〒811-1241

山﨑　幸夫098738

TEL 092-925-4715

伸和産業（株） 10,000 －4011有法

と１
福岡県太宰府市通古賀２－４－２１〒818-0104

山﨑　勝伸098739

TEL 093-522-1775

ゴトウ －4008無個

土１と１解１
福岡県北九州市小倉北区須賀町８－２５－４０２〒802-0032

後藤　利之098744

TEL 093-473-6188

上田溶接工業（株） 3,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県北九州市小倉南区葛原１－６－３３〒800-0251

上田　大祐098745

TEL 093-952-6377

（株）Ｔ＆Ｔコーポレーション 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－９－１１〒802-0062

立野　文敏098748

TEL 092-626-7280

テクター（有） 10,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市東区多の津５－４４－１９〒813-0034

才田　章彦098752

TEL 092-203-3081

敷島テクノ建設（有） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区原田２－１７－３５〒812-0063

松田　啓二098754

TEL 092-932-8220

（有）トヨナカ 3,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵４１０－１８〒811-2114

中山　勝彦098755

TEL 0944-74-3919

（有）小宮圧送 3,000 －4003無法

と１
福岡県柳川市三橋町起田５４７－１〒832-0801

小宮　弘子098760

TEL 092-624-7196

（株）ヤマケン 6,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２９２２〒811-2304

山野　学098763

TEL 092-566-0875

（有）ヒムロ 3,000 －4001無法

板１防１内１具１
福岡県福岡市南区鶴田１－３－２７〒811-1352

氷室　敏彦098767
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-324-4560

岡　住建 －4001無個

建１
福岡県糸島市神在西４－１９－１１〒819-1148

岡　　雅昭098773

TEL 0946-22-8750

スマイルグリーン －4006無個

土１園１
福岡県朝倉市三奈木１４４３－１〒838-0023

寺垣　浩美098774

TEL 093-613-1122

しんえい技建 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区小嶺３－２１－１１〒807-0081

森　大作098777

TEL 0942-41-0880

佐藤緑化 －4002無個

園１
福岡県久留米市高良内町３６３７－１２〒839-0852

佐藤　純治098778

TEL 0944-67-1467

さかなし造園 －4003無個

園１
福岡県みやま市山川町立山５５１〒835-0101

坂梨　辰夫098783

TEL 0948-24-5199

（株）フクデン 10,000 －4010有法

建１電１
福岡県飯塚市菰田東１－８－１４〒820-0016

廣岡　正儀098786

TEL 0930-52-1541

（有）みさと工房 3,000 －4005無法

建１
福岡県築上郡築上町大字上別府６４２－１〒829-0105

梶川　護雄098789

TEL 093-244-8151

中村左官 －4008無個

左１
福岡県中間市七重町１４－１９〒809-0027

中村　政美098792

TEL 0942-51-6601

ダイカン工業（有） 3,600 －4002無法

土１管１水１
福岡県久留米市三潴町高三潴１４２６－２くりあビル２階〒830-0103

後藤　裕也098793

TEL 0943-72-0867

中野電気 －4002無個

電１
福岡県久留米市田主丸町竹野２０６４〒839-1215

中野　正直098795

TEL 0943-74-7121

（有）久大建設 3,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市田主丸町石垣６７５－６〒839-1212

平井　孝098796

TEL 092-942-7384

古賀市管工事（同） 2,100 －4001有法

管１水１
福岡県古賀市花鶴丘１－１８－４〒811-3104

長﨑　望098801

TEL 0949-26-2553

ＪＵＫＥＮ．ＳＡＫＡＭＯＴＯ －4004無個

建１
福岡県直方市大字感田２７２－３〒822-0001

坂本　一臣098802



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

741頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0979-82-6505

（有）ウチマル工業 3,000 －4005無法

管１
福岡県豊前市大字三毛門１２７１番地２〒828-0031

内丸　誠098804

TEL 0930-23-6919

（有）電匠 3,000 －4005無法

電１
福岡県行橋市大字今井２３２４－２〒824-0018

宇都宮　昭彦098805

TEL 0930-23-3994

末　工務店 －4005無個

建１左１
福岡県行橋市行事６－８－７〒824-0001

末　　隆098806

TEL 093-201-5276

河野工務店 －4008無個

管１水１
福岡県遠賀郡水巻町頃末南１－２５－１６〒807-0021

河野　重秋098810

TEL 093-481-7127

（株）西日本電波研究所 10,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市門司区大字畑１５４８－２〒800-0112

安部　隆一098812

TEL 093-772-5115

（有）ヒロヨシ工業 3,000 －4008有法

と１内１絶１
福岡県北九州市若松区南二島２－３－１８〒808-0109

金林　弘098813

TEL 0948-57-0052

熊本塗装 －4010無個

塗１防１
福岡県嘉麻市上５８１－１４〒820-0311

熊本　幸男098814

TEL 0948-25-5477

（有）共立工業 5,000 －4010有法

土１
福岡県飯塚市南尾６４－３〒820-0072

佐瀬　道夫098816

TEL 09496-2-4007

（株）英建設 38,000 －4004無法

土２建２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳２０２６－３〒820-1101

桑村　英樹098817

TEL 0947-45-3888

（有）松寿 3,000 －4009無法

土１建１園１
福岡県田川郡大任町大字今任原３３２３－１〒824-0511

鈴木　剛098818

TEL 0943-74-7000

（有）ユウキ 3,000 －4002有法

土１と１鋼１舗１塗１
福岡県久留米市田主丸町豊城１０２〒839-1234

小野　詠吏098819

TEL 0942-27-0355

（有）西日本スチール 3,000 －4002無法

筋１
福岡県久留米市大善寺町宮本９７－１２〒830-0073

寺松　常治098824

TEL 0949-28-8080

（株）和コーポレーション 28,000 －4004無法

土１と１舗１解１
福岡県直方市大字感田３７８－１１〒822-0001

大江　満夫098827



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

742頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-42-0777

（株）パスター 30,000 －4010有法

土１と１鋼１解１
福岡県嘉麻市漆生１１１１－２４〒820-0201

大庭　賢二098828

TEL 093-434-0474

太新工業（株） 36,000 －4005有法

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２機２水２清１解２
福岡県京都郡苅田町鳥越町１－２６〒800-0304

大水　靜雄098830

TEL 092-432-3477

キミヱコーポレーション（株） 30,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅東３－１３－２１〒812-0013

田中　勝也098834

TEL 092-515-5251

九州男児建設（有） 6,200 －4001無法

土１と１舗１し１園１水１解１
福岡県福岡市東区香住ケ丘４－４２－４〒813-0003

今村　昭生098836

TEL 093-293-7821

（有）松建 3,000 －4008無法

と１鋼１機１
福岡県遠賀郡遠賀町虫生津南１９－１４〒811-4324

松下　正典098838

TEL 092-892-8080

エグチシール －4001無個

防１
福岡県福岡市西区姪の浜３－４６－１６マリナハイツＡ２０１〒819-0002

江口　直隆098845

TEL 092-803-1530

（有）クリエート２１ 5,000 －4001無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区大字西６２－１１〒811-1131

能本　政義098850

TEL 092-865-4038

（有）興成建装 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区梅林２－８－１１〒814-0144

樋口　儀史098851

TEL 092-561-5611

（株）河本総合土木 10,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市南区野間４－２２－１５〒815-0041

権藤　義弘098855

TEL 093-561-5019

圭電設（有） 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区竪林町５－２４〒803-0855

森崎　秀博098861

TEL 092-947-7274

（有）リメイク 3,000 －4001無法

と１塗１防１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４７０－２〒811-2413

新福　和樹098865

TEL 0940-62-4187

（有）アートライン 3,000 －4008無法

土１と１石１
福岡県宗像市池田３１００－１４９〒811-3515

鴨川　文博098866

TEL 092-952-4087

（有）佐藤クリエイト 3,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市観世音寺２－４－１３〒818-0101

佐藤　和則098868



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

743頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-567-6922

黒木内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区鶴田４－４１－２〒811-1352

黒木　武雄098869

TEL 0946-62-1191

（有）青木工業 3,000 －4006無法

管１
福岡県朝倉市杷木池田９０４番地の１６〒838-1511

青木　恒人098873

TEL 093-967-9948

（有）あさひ設備工業 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－１－９〒802-0023

岩下　隆司098875

TEL 093-482-7114

榎並設工 －4008無個

と１管１
福岡県北九州市八幡西区上の原４－１１－４〒807-0071

榎並　誠治098878

TEL 0948-24-7542

田中工務店 －4010無個

土１建１
福岡県飯塚市楽市３８９－３〒820-0074

田中　憲昭098879

TEL 0930-22-0647

（有）　電気 3,000 －4005無法

電１消１
福岡県行橋市門樋町７－２７〒824-0006

　　正高098882

TEL 093-961-1595

（有）服部 6,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区徳力２－９－１５〒802-0974

服部　武典098883

TEL 0943-22-3706

井上建設 －4007無個

建１
福岡県八女市矢原１４９－４〒834-0044

井上　信幸098887

TEL 0944-54-0462

（株）九栄工業 10,000 －4003無法

管１
福岡県大牟田市大字草木７９５－４〒837-0917

平尾　亮098888

TEL 0943-32-8080

（有）システムテック通信 5,000 －4007無法

電１通１
福岡県八女郡広川町大字広川７０７－１〒834-0121

濱口　良司098889

TEL 0944-22-6035

藤吉建設 －4003無個

大１
福岡県みやま市高田町濃施６４３－２４〒839-0215

藤吉　正則098890

TEL 092-944-2619

（株）キュウメン 10,000 －4001無法

管１機１
福岡県古賀市糸ヶ浦８３〒811-3136

川田　晋一098896

TEL 092-503-3117

（有）友栄 5,000 －4011無法

塗１
福岡県大野城市御笠川４－２－１１〒816-0912

東　公彦098898



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

744頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-931-3226

（有）藤義設備 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区八幡町２５－１１〒802-0805

近藤　義人098899

TEL 093-980-9347

（有）アイエムエム 3,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市八幡西区元城町７－１〒806-0015

井上　忠098901

TEL 0944-87-6882

宮﨑建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字本木室８５２〒831-0015

宮﨑　孝一098904

TEL 093-701-7271

（有）光喜工業 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区鴨生田２－７－３〒808-0105

梶原　万寿喜098906

TEL 092-596-6348

スペースエンジニアリング（株） 10,000 －4011有法

と１
福岡県春日市松ヶ丘６－１５〒816-0843

坂田　穣098907

TEL 092-924-4734

西島産業 －4011無個

と１
福岡県太宰府市水城２－２２－３８〒818-0131

西島　清隆098908

TEL 092-951-0090

（有）清和興業 10,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市安徳８６９－１〒811-1224

佐久間　修098909

TEL 093-951-1422

（有）建築工房貴 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町４－２６－３４－２０３〒800-0256

高松　宗富098910

TEL 093-613-5500

大英産業（株） 327,566 －4008有法

建２屋２内２
福岡県北九州市八幡西区下上津役４－１－３６〒807-0075

大園　信098911

TEL 0949-26-1891

カミカワ造園 －4004無個

土１園１水１
福岡県直方市大字上頓野３７８９－１〒822-0003

上川　孝幸098917

TEL 092-595-1472

（株）弘一建設 38,000 －4011無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県春日市惣利５－１１４〒816-0813

有吉　一也098923

TEL 0942-48-0652

（株）明光通信 10,000 －4002無法

通１
福岡県久留米市荒木町藤田１１０１－１〒830-0064

矢谷　慎浩098930

TEL 0949-26-0707

イオハラ設備（有） 5,000 －4004無法

管１水１
福岡県直方市大字頓野字藤野４０９９－５〒822-0002

庵原　良修098931



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

745頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-503-2995

（有）築城工業 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市博多区金の隈１－３８－１０〒816-0063

築城　亮一098936

TEL 092-622-5588

（有）賢建設 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区原田１－１７－１２〒812-0063

枝次　賢治098937

TEL 092-407-3596

（有）トライボックスデザイン 3,000 －4001有法

建１鋼１内１
福岡県福岡市早良区内野２－６－２６－１１〒811-1123

江崎　哲也098938

TEL 093-451-5976

ハラダ工務店 －4008有個

建１
福岡県北九州市小倉南区高野１－４－２１〒803-0275

原田　一輝098940

TEL 0942-78-6900

溝上建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市北野町中１１７１－１〒830-1113

溝上　宏明098942

TEL 0930-23-7999

（有）インテリアミヤザキ 12,000 －4005無法

建１内１
福岡県行橋市大字中津熊４８８－１〒824-0063

宮﨑　富士美098946

TEL 092-581-3361

（株）アルファ・ラヴィアンホーム 10,000 －4001有法

土１建１
福岡県福岡市南区井尻３－２５－３１－２０７〒811-1302

松本　美幸098947

TEL 093-962-6175

青葉緑地建設（株） 50,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１園２水１
福岡県北九州市小倉南区横代南町３－１２－１５〒802-0826

川中　幸恵098948

TEL 092-471-0685

（有）平石土木 17,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市博多区豊１－８－１３－６０２〒812-0042

平石　正剛098950

TEL 092-612-0738

（有）九州ライフ 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡粕屋町大字阿恵４７５－１７〒811-2306

江口　政一098951

TEL 092-874-6700

（株）田中設備工業 10,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市城南区田島４－２０－２２〒814-0113

太田　敬介098952

TEL 0943-45-0088

（有）江田土木 8,000 －4007無法

土１と１舗１水１解１
福岡県八女市黒木町大渕４９１９－３〒893-1202

江田　和禧098953

TEL 092-957-1152

（有）トラスト 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１電１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西２－１－１５〒811-2316

飛賀　基樹098954



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

746頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-202-3395

（株）響成工業 50,000 －4008有法

と１電１管１鋼１舗１塗１機１絶１水１解１
福岡県遠賀郡水巻町下二東３－１３－８〒807-0053

池田　響098956

TEL 093-871-5616

（有）末広技建 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市戸畑区牧山２－１２－６０９〒804-0053

末広　正信098957

TEL 093-873-2100

（株）九州スーパーハウス 30,000 －4008有法

建１と１
福岡県北九州市戸畑区中原新町２－１北九州テクノセンター１０階〒804-0003

吉原　健道098959

TEL 092-933-4895

（有）百田建具店 3,000 －4001無法

内１具１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷４４３－９〒811-2115

百田　共成098961

TEL 092-522-0506

（株）アーバンインテリア 20,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区白金１－３－８〒810-0012

宮崎　泰典098964

TEL 092-643-5021

（株）ラインズ 15,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区箱崎５－１１－９〒812-0053

松村　敬介098965

TEL 092-736-0113

（株）マイサ 10,000 －4001無法

建１鋼１板１内１
福岡県福岡市中央区警固２－１８－７ふじたビル４階〒810-0023

加藤　美香098967

TEL 0940-36-3883

（有）相鉄工業 3,000 －4008無法

土１と１
福岡県宗像市日の里６－２－１〒811-3425

荒木　政人098968

TEL 092-713-6505

（株）ＭＵＲＡＳＥ 10,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市中央区天神２－９－２１０－４Ｆ〒810-0001

村瀬　秀二098971

TEL 0943-22-5437

井上製作所 －4007無個

建１鋼１
福岡県八女市龍ヶ原２５３〒834-0067

井上　宜文098973

TEL 093-751-7374

（株）三和商運 10,000 －4008有法

土１と１鋼１舗１し１
福岡県北九州市若松区本町１－１４－１４〒808-0034

隈本　浩之098974

TEL 093-693-8820

（有）シンエート 5,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城１－１２－１２〒807-0801

田口　和文098975

TEL 093-293-1927

伊都屋木材 －4008無個

土１建１水１
福岡県遠賀郡遠賀町大字木守１４５５－２〒811-4313

伊藤　　幸098979



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-271-0001

エア・ウォーター・マテリアル（株） 150,000 －4001有法

大１左１石１屋１管２タ１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１
福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１〒812-0036

東本　和行098981

TEL 092-841-0221

（株）アルマ 13,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区百道２－８－６〒814-0006

佐伯　廣之098984

TEL 092-641-1388

（有）柴田黒板製作所 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区馬出５－３４－１２〒812-0054

柴田　重信098985

TEL 092-883-3428

（有）防災プランニング 3,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市西区拾六町５－１５－４５〒819-0041

　田　智098986

TEL 0944-32-1220

（株）廣瀬組 50,000 －4003有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２７４－２〒830-0416

大石　秀幸098989

TEL 0948-23-9724

（有）ジェーエス工業 5,000 －4010無法

管１水１
福岡県飯塚市下三緒３２８－１〒820-0012

坂口　宗利098995

TEL 0949-42-8855

副島建設 －4004無個

土１
福岡県鞍手郡鞍手町大字木月９３６〒807-1303

副島　サチ子098996

TEL 0949-24-7543

夢創 －4004無個

土１と１舗１解１
福岡県直方市大字上境１３７９－２〒822-0006

元田　勝美098997

TEL 0930-22-8027

日野技建 －4005無個

建１大１
福岡県行橋市西宮市２－１－１７〒824-0031

日野　君夫098998

TEL 0944-87-2662

（株）昭和組 30,000 －4003無法

土２建１と２石２タ１鋼２舗２し２塗２内１水２解２
福岡県大川市大字小保７９９－１〒831-0041

宮部　正　099000

TEL 0930-42-3310

ミヤコ工業 －4005無個

土１と１石１舗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川木井馬場１９２９〒824-0243

田邉　厚志099006

TEL 092-843-7994

（有）イモト 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区別府１－４－４５Ｅ２０１〒814-0104

井本　洋099007

TEL 092-626-0857

（株）トーヨー化成 30,000 －4001無法

建２左２と２塗２防２
福岡県福岡市博多区吉塚４－１１－３４〒812-0041

内田　靖人099010



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-477-5705

センコーホーム（株） 30,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区山王２－２－１２〒812-0015

田中　伸明099021

TEL 0944-56-4159

（有）セイコーボード 3,000 －4003有法

鋼１内１
福岡県大牟田市大字草木１４６－７〒837-0917

大仁田　拡光099026

TEL 0942-32-2974

（有）大陽工業 3,000 －4002有法

内１
福岡県久留米市野中町１４３４〒839-0861

牟田　祐一郎099027

TEL 0949-29-0516

（株）まちだ 10,000 －4004無法

と１
福岡県直方市大字頓野５６９－１６〒822-0002

町田　寛明099030

TEL 092-411-3260

福岡黒板（株） 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区東那珂１－１－９〒812-0892

隈本　広志099034

TEL 092-937-0149

（株）山栄ホームズ 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡志免町片峰２－５－３４〒811-2245

横山　俊介099035

TEL 092-504-5565

（有）和広建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区金の隈３－１６－１７〒812-0863

野村　英雄099036

TEL 092-847-0085

横田企画 －4001無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区原４－２３－１５－３０７〒814-0022

井口　竜治099037

TEL 092-807-6235

（有）建築原田 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区大字田尻３３６－１〒819-0383

原田　方貴099042

TEL 0944-52-8922

山本板金工務店 －4003無個

板１
福岡県大牟田市大字草木１１１６〒837-0917

山本　直樹099044

TEL 0949-28-0320

吉田電興社 －4004無個

電１
福岡県直方市下新入１２９１〒822-0032

吉田　俊晴099045

TEL 092-872-3700

英建築工房 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区東入部１－２９－１８〒811-1102

海山　和則099049

TEL 092-894-1713

（株）エヌケイ 10,000 －4001有法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市西区下山門１－２７－１８〒819-0052

三苫　志弘099051



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-804-1334

（有）積栄技建 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１板１内１
福岡県福岡市早良区早良１－１－２０〒811-1122

山田　浩史099052

TEL 093-651-0335

（株）片岡商店 24,750 －4008有法

土２大１左１と２石１屋１管１タ１舗２板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１解１
福岡県北九州市八幡東区川淵町３－１６〒805-0012

北里　信一郎099053

TEL 093-561-1454

（株）クレーンメンテック 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区西港町６３－３〒803-0801

村田　一夫099054

TEL 0944-32-1078

（有）髙井良板金工業 3,000 －4003有法

屋１板１
福岡県三潴郡大木町大字蛭池１３９３－３〒830-0411

髙井良　孝道099055

TEL 092-641-7748

（株）稗田製作所 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１－１５〒812-0051

平嶋　一雅099057

TEL 093-613-0550

（有）泰栄テクノ 3,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区上の原３－１８－７〒807-0071

上和田　秀俊099059

TEL 0942-78-7511

坂本直工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市北野町塚島４２－３〒830-1107

坂本　直099060

TEL 092-322-7163

（有）エム・サービス 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県糸島市末永４０２－１４〒819-1572

三室　弘099065

TEL 092-481-6131

寿防災メンテナンス（株） 10,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市博多区上牟田３－９－１２〒812-0006

棚町　始099067

TEL 092-554-3775

（株）ケイズプランニング 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区塩原４－１６－６〒815-0032

倉地　昌司099068

TEL 092-923-0667

（有）オカフジ技研 3,000 －4011無法

機１
福岡県筑紫野市むさしヶ丘１－１７－２〒818-0043

長澤　芳司099073

TEL 092-926-3897

（有）前田サッシ工業 5,000 －4011無法

具１
福岡県筑紫野市筑紫駅前通２－１０２〒818-0022

前田　豊099075

TEL 092-607-3869

（有）トラスト 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区香椎駅前３－２８－１０〒813-0013

月城　利吾099076
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福岡県
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TEL 092-962-6114

（株）新光 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県糟屋郡新宮町大字的野４８８－１〒811-0104

三上　太郎099078

TEL 093-644-7055

クローバーライフ（有） 3,000 －4008有法

建１と１塗１防１解１
福岡県北九州市八幡西区茶売町１０－５〒806-0069

山田　修央099080

TEL 0942-75-3685

（有）セイスイ 3,000 －4002無法

と１
福岡県小郡市三沢４５８０－１〒838-0106

宮野　祐司099081

TEL 0943-72-3300

（有）内山通信建設 3,000 －4002無法

土１
福岡県久留米市田主丸町石垣８５７－２〒839-1212

内山　高一099083

TEL 0942-38-1189

（株）藤岡建設 10,000 －4002無法

土１建１と１水１
福岡県久留米市津福今町２０５－２〒830-0061

藤岡　茂099084

TEL 0947-26-3519

野中工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡糸田町１１８９－４〒822-1323

野中　喜久一099087

TEL 0947-45-4668

原田工務店 －4009無個

建１
福岡県田川市夏吉１９３８〒825-0004

原田　弘幸099088

TEL 092-596-5210

藤原工業（有） 3,000 －4011無法

と１管１鋼１
福岡県大野城市若草１－１１－１６〒816-0981

藤原　哲也099091

TEL 093-619-2788

（有）サンクスシステム 3,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南１－１１－２〒807-1143

岡　和子099092

TEL 092-325-1201

太洋プラント（株） 50,000 －4001有法

機１
福岡県糸島市二丈松末字六石１０８６－５〒819-1613

杉山　浩二099094

TEL 092-582-7724

（株）フクシン 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区板付４－９－３０〒812-0888

堤　浩晃099095

TEL 093-481-3382

（有）左右田電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区大字畑２１７５－１３〒800-0112

左右田　文弘099096

TEL 093-561-3108

（有）協栄産業 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘２－７－２２〒803-0827

堀尾　惇099097
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福岡県
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TEL 093-671-0840

（有）西川板金工業 5,000 －4008無法

板１
福岡県北九州市八幡東区荒手２－２－１５〒805-0001

西川　茂男099098

TEL 093-616-8910

明隆工業（株） 3,000 －4008無法

土１建１と１鋼１機１水１解１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１３－２１〒807-1113

西川　栄治099101

TEL 093-434-2737

三栄機工（株） 16,000 －4005無法

機１
福岡県京都郡苅田町若久町３－２２－５〒800-0302

秋吉　將吾099106

TEL 0979-72-1590

（株）オガワ 3,000 －4005無法

土１と１舗１
福岡県築上郡上毛町大字下唐原２１４７－１〒871-0923

福島　茂和099107

TEL 0940-52-1941

花田設備 －4008無個

管１
福岡県福津市勝浦４８４７〒811-3521

花田　保憲099108

TEL 0946-22-9397

（有）賀和運送 23,000 －4006有法

土１と１舗１解１
福岡県朝倉市下渕１４７８－２〒838-0016

大山　正嗣099109

TEL 0946-52-3151

（有）エイシン電設 3,000 －4006無法

土１電１通１
福岡県朝倉市宮野１４２３－５〒838-1302

　瀬　英伸099110

TEL 092-503-4661

セーフティ産業（株） 10,000 －4011有法

と１
福岡県大野城市乙金東３－１０－１８〒816-0901

角　忠也099111

TEL 0946-62-3758

福岡総合開発（株） 33,000 －4006無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県朝倉市杷木星丸１００２－２〒838-1504

坂本　数久099116

TEL 0947-23-2388

池尻設備工業 －4009無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川市大字弓削田１８０－３〒826-0041

尾場　勝己099117

TEL 0947-48-3200

（有）中村技建 3,000 －4009無法

土１建１大１と１解１
福岡県田川郡福智町金田１０９４－５〒822-1201

中村　文太099118

TEL 092-325-2233

（有）日新ホーム 3,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市二丈深江１７８０－６〒819-1601

加賀田　憲治099121

TEL 0944-72-3949

広元 －4003有個

土１と１石１鋼１舗１
福岡県柳川市元町２－９〒832-0074

田中　昭廣099125



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-51-8520

（有）アイデン 3,000 －4002無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市上津町２２２８番地１３３７〒830-0052

市川　厳一099126

TEL 092-452-1620

（有）ワイ・エム・エス 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区上牟田１－２５－３１〒812-0006

辻　幸雄099128

TEL 092-291-7507

天野畳店 －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区神屋町１－１１〒812-0022

天野　辰美099129

TEL 092-407-6555

（有）池松園芸 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市西区戸切３－１０９－１〒819-0032

大谷　竜099130

TEL 093-963-4377

（有）九州ボード 4,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉南区北方３－６７－１５〒802-0841

渡邊　秀樹099133

TEL 093-772-3688

（有）平山鋼建 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市若松区大字小竹２９０６－１〒808-0108

平山　健099134

TEL 093-871-5599

（有）古賀保温 3,000 －4008無法

管１絶１
福岡県北九州市戸畑区丸町２－５－１－５１２〒804-0052

古賀　忠晴099139

TEL 092-953-2497

佐藤エンジニア －4011無個

機１
福岡県那珂川市片縄２－２４－６０３〒811-1201

佐藤　浩成099142

TEL 092-951-6767

（有）藤本工業 3,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市中原東１－３－１７〒811-1214

藤本　弘章099144

TEL 0946-22-3452

富建設 －4006無個

土１建１屋１解１
福岡県朝倉市上畑１０４〒838-0042

豊原　富浩099146

TEL 092-872-8633

（株）山口工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区早良６－２３－７〒811-1122

山口　英雄099148

TEL 0944-51-0249

（株）マインディア 41,950 －4003無法

土１建２大１屋１タ１鋼１内１
福岡県大牟田市曙町１－１０〒836-0852

北嶋　良一099156

TEL 092-260-1897

（株）平昭 20,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県福岡市東区多の津１－１４－１－６２０〒813-0034

平昭　大成099158



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-32-1882

伸設備工業 －4004無個

管１
福岡県宮若市鶴田１２４４〒823-0002

里村　伸子099159

TEL 092-832-1077

カズコーポレーション（株） 50,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市早良区百道浜３－９－３３－２４０９〒814-0001

金原　和義099160

TEL 092-552-0707

（株）三共 30,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市南区清水３－８－１９〒815-0031

濱田　光江099162

TEL 092-918-5595

（株）成倖 11,000 －4011有法

土１建１大１屋１鋼１内１
福岡県太宰府市通古賀５－１３－３〒818-0104

飯田　伸治099163

TEL 092-919-7788

（株）クリエイティブゾーン 10,000 －4011有法

建１内１
福岡県筑紫野市原田４－１－３〒818-0024

大谷　文博099166

TEL 093-963-2882

（有）シンリュウ建設 10,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区上石田１－６－３３〒802-0833

小清水　流斗099167

TEL 093-651-8152

（有）平田建設 40,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２水２解２
福岡県北九州市八幡東区豊町５－１３〒805-0044

平田　敏春099172

TEL 0942-77-1584

（有）平田設備工業 5,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈１７１２－１２〒830-1226

平田　雅次099175

TEL 0944-22-6841

（有）塚本組 3,000 －4003無法

土１
福岡県みやま市高田町北新開７１５〒839-0204

塚本　邦彦099177

TEL 0944-87-1567

東洋突板工芸（株） 10,000 －4003有法

内１
福岡県大川市大字向島９６０－１〒831-0005

大関　一宏099178

TEL 0944-57-3939

有明機電工業（株） 90,000 －4003有法

電２管２機１消１
福岡県大牟田市西港町１－２０－１〒836-0062

橋本　浩之099179

TEL 092-822-3685

（有）岩井工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区小田部５－１５－９－３〒814-0032

岩井　康一099181

TEL 092-985-2708

（有）藤本建装 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区柏原４－２０－３５〒811-1353

藤本　友則099184



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-939-0769

（有）ネオス 3,000 －4001無法

石１タ１
福岡県糟屋郡粕屋町戸原西１－１－１〒811-2319

内園　浩099186

TEL 092-811-1235

（有）彩ペイント 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市西区大字羽根戸７６８－１〒819-0038

津上　勇太099188

TEL 092-962-3700

ミラクルアート（株） 10,000 －4001有法

土１電１鋼１
福岡県糟屋郡新宮町上府北３－５－７〒811-0123

嶋村　一三099189

TEL 092-503-1677

（有）小松でんき 3,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市博多区金の隈１－１０－１－３０１〒812-0863

小松　照明099190

TEL 092-844-0564

（株）吉源工務店 10,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市城南区荒江１－３５－６〒814-0101

庄野崎　源太099192

TEL 0949-34-7030

（有）マルショウ開発 10,000 －4004無法

土１と１舗１
福岡県宮若市上大隈４３５－１０〒823-0005

庄司　泰之099194

TEL 093-642-2678

梅野クレーン工業（有） 30,000 －4008有法

土１と１
福岡県北九州市八幡西区夕原町１０－３〒807-0813

梅野　浩一099201

TEL 093-331-8000

（有）松藤建設 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県北九州市門司区長谷１－１８－４〒801-0861

松藤　清博099202

TEL 093-661-2578

日星建設（株） 40,000 －4008無法

土２と２舗２し２水２
福岡県北九州市八幡東区上本町１－５－１５〒805-0018

星山　康雄099205

TEL 0944-76-4849

（有）松藤工業 10,000 －4003無法

と１筋１
福岡県柳川市大和町明野１５５９－１〒839-0251

松藤　義輝099207

TEL 0948-28-3646

（有）シティ道路 5,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市平恒５１５－１９〒820-0073

菅井　由香里099208

TEL 092-565-0023

（有）髙橋設備 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区鶴田４－５０－５〒811-1352

髙橋　清099210

TEL 092-411-6990

（有）光クラフト 3,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市博多区東比恵４－４－１６〒812-0007

前田　光二099211
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福岡県
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TEL 092-322-7367

（有）平安計装 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県糸島市井原１１８６〒819-1582

德安　達文099214

TEL 092-953-6310

（株）幸州 45,000 －4011有法

建２大２屋２タ２鋼２塗１防１内２
福岡県那珂川市道善３－４１〒811-1254

三山　寿幸099216

TEL 0942-27-1751

（株）藤井商亊 20,000 －4002有法

内１
福岡県久留米市安武町安武本３０５６－１２〒830-0072

勝本　将弘099219

TEL 0943-72-2885

（有）林田建設 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市田主丸町野田１５９８－１〒839-1231

林田　壽夫099220

TEL 0944-86-5684

福山建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字大橋３０１－１－１〒831-0021

福山　孝則099221

TEL 0944-59-5177

フナツエンジニアリング（株） 10,000 －4003無法

土１と１舗１し１解１
福岡県大牟田市新開町３－５６〒836-0017

牛島　正教099222

TEL 093-531-0355

ワキ電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉北区砂津２－１１－２０－５０７〒802-0014

脇　義信099224

TEL 093-571-3650

吉浦海運（株） 50,000 －4008無法

土２と２し２
福岡県北九州市小倉北区菜園場２－６－１０〒803-0823

吉浦　久行099225

TEL 0930-26-3250

雄志総合設備（株） 20,000 －4005無法

土２と２石２管２鋼２舗２し２水２消１解２
福岡県行橋市中央１－２－３１〒824-0005

木戸　雄三099226

TEL 093-651-4260

藤本工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡東区山路松尾町４－８〒805-0033

藤本　茂春099229

TEL 093-967-3308

（有）Ｔ・Ｋエアー・カンパニー 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区下城野２－６－１０〒802-0804

川本　武春099230

TEL 093-614-2580

（株）小野サイディング 3,000 －4008有法

建１タ１
福岡県北九州市八幡西区上上津役５－３１－１６〒807-0072

小野　純一郎099232

TEL 093-962-4868

山本電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－１３－３〒802-0821

山本　正二099233
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福岡県
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TEL 092-931-7625

（有）Ｋコーポレーション 5,000 －4001有法

土１と１舗１水１
福岡県糟屋郡粕屋町戸原東２－１６－８〒811-2318

河野　孝二099237

TEL 092-623-7311

（株）ランドアート 36,850 －4001有法

土２建２と２石２園２
福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６〒812-0041

石井　伸彦099240

TEL 092-804-6368

（有）田川建装 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区内野７－１５－１〒811-1123

田川　和則099241

TEL 0942-26-2810

（有）セトジマ 5,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市大善寺町宮本１３５９－３〒830-0073

瀬戸島　俊久099242

TEL 0944-72-3295

（有）藤垣電気商会 5,000 －4003無法

電１
福岡県柳川市下宮永町６０８－８〒832-0059

藤垣　友宏099244

TEL 0940-36-1339

宗像環境建設（有） 3,000 －4008無法

土１と１石１園１
福岡県宗像市日の里５－１０－１４〒811-3425

吉武　隆信099245

TEL 092-953-5642

（有）伸設備工業 3,000 －4011有法

管１
福岡県那珂川市大字山田１５２－３０〒811-1244

熊　　伸一郎099248

TEL 092-922-7715

（有）黒岩建設 3,000 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県筑紫野市大字大石２９６－２１〒818-0006

黒岩　昭男099249

TEL 0940-38-8105

日創開発（株） 30,000 －4008有法

土２と２石２舗２し２塗２水２
福岡県宗像市くりえいと３－４－２１〒811-4184

中冨　清太099250

TEL 092-674-4400

（有）ジェイ・ランド 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区下原１－１３－２〒813-0002

東　浩明099251

TEL 092-801-7778

（株）大和技研 10,000 －4001有法

土１と１管１
福岡県福岡市城南区東油山４－１７－１〒814-0155

田中　克典099252

TEL 092-871-3974

田口工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市城南区片江３－２８－８〒814-0142

田口　辰二099253

TEL 092-612-3007

（株）妹尾産業 20,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県福岡市東区松島４－４－３７〒813-0062

妹尾　晃099254
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TEL 0947-22-2320

藤建設 －4009無個

建１
福岡県田川郡福智町伊方３６４８〒822-1211

近藤　康高099257

TEL 0940-42-2137

（有）仲村鉄工所 3,000 －4008無法

機１水１
福岡県福津市中央１－１１－１〒811-3217

仲村　好正099263

TEL 0930-56-0670

（有）豊進工建 5,000 －4005無法

土１建１と１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県築上郡築上町大字奈古８７９－３〒829-0334

渡辺　正見099266

TEL 0979-82-2700

（株）釘丸建設 45,000 －4005無法

土２建１と２舗２園１解１
福岡県豊前市大字堀立２９９－１〒828-0042

釘丸　智充099267

TEL 092-881-6559

（有）小池内装 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区石丸１－２６－３５〒819-0025

小池　信行099268

TEL 093-619-2620

（有）誠和建設 10,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区香月中央３－５－２２〒807-1102

　田　幸雄099269

TEL 0944-58-7017

藤工業 －4003無個

管１
福岡県大牟田市大字橘１０９０－１７〒837-0911

安藤　保広099273

TEL 092-612-3510

サンフィット（株） 20,000 －4001有法

建２大２と２石２屋２鋼２塗２防２内２
福岡県福岡市博多区吉塚４－１１－３４〒812-0041

平田　安司099275

TEL 092-936-5437

（有）新栄設備 2,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡志免町志免１－１２－２〒811-2202

稲次　保099277

TEL 092-892-8686

（株）プレシャスシーズ 10,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市西区姪浜駅南３－１６－２６－Ｄ〒819-0006

安川　和利099279

TEL 092-605-0331

（株）福岡東建設 10,000 －4001無法

土１大１と１石１鋼１筋１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県福岡市東区和白東２－１４－３５〒811-0214

礒脇　始099280

TEL 092-503-0034

（有）紀州 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２８－２２－１０５〒816-0063

尾　　友治099281

TEL 093-201-4751

（株）コーワテック 10,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡水巻町吉田南３－２－１〒807-0048

小形　秀司099288
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TEL 093-962-1491

（有）前田表具店 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区横代葉山６－１〒802-0825

前田　豊章099291

TEL 093-471-3315

杉本建具硝子店 －4008無個

具１
福岡県北九州市小倉南区長野２－２－３〒800-0228

杉本　秀俊099292

TEL 093-964-0534

（有）三伸電設 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区徳力１－３－５〒802-0974

原田　薫099294

TEL 093-618-7477

（有）シンコウ建設 5,000 －4008無法

土１建１と１管１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大字笹田４８０－１〒807-1265

長谷川　信行099296

TEL 0949-28-0517

ＷＯＲＫＳ －4004無個

土１と１舗１
福岡県直方市大字直方３７７－１－１Ｆ〒822-0016

比山　堅剛099298

TEL 0946-22-0519

（有）ミネ装工 5,000 －4006無法

建１内１
福岡県朝倉郡筑前町依井５２７〒838-0813

美根　暢夫099299

TEL 092-581-8722

（有）モリペイント 3,000 －4011有法

塗１
福岡県春日市紅葉ヶ岡東１－１９－１〒816-0833

森　立木099300

TEL 0940-42-0882

（有）河島美保園 3,000 －4008無法

土１園１
福岡県福津市宮司５－１９－５〒811-3305

河島　繁美099303

TEL 0942-44-8964

（有）栄工業 3,000 －4002無法

土１筋１
福岡県久留米市山川追分２－３－４３－１３〒839-0814

岩坂　晃二099305

TEL 0943-24-0294

桐明鉄工所 －4007無個

建１
福岡県八女市柳島１９６〒834-0022

桐明　光男099306

TEL 092-672-0581

（有）霧島建築事務所 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区大字香椎５００－４〒813-0011

中山　博一099311

TEL 092-691-2951

（有）満工業 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区多々良１－５０－１７〒813-0033

榎田　亜佳音099312

TEL 0946-21-8007

（有）テクマ 3,000 －4006有法

土１
福岡県朝倉市堤５４０－１〒838-0062

馬田　直099313
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TEL 092-611-0296

（株）かんぜん福岡 10,000 －4001無法

板１具１
福岡県福岡市東区二又瀬３－１０〒812-0066

亦賀　忠弘099314

TEL 092-812-2300

（株）ワールド 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区戸切２－９－１０〒819-0032

林　彰099315

TEL 093-341-2020

宮本建設工業（株） 75,000 －4008有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県北九州市門司区春日町２１－２５〒801-0823

宮本　慶二099318

TEL 093-621-3766

（株）オレンジホーム 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区引野１－１３－８〒806-0067

行正　英人099319

TEL 093-619-2001

（株）ダイケン 10,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区茶屋の原２－６－２９〒807-1134

北原　健099320

TEL 0979-22-9307

（有）石井建設 3,000 －4005無法

建１
福岡県築上郡吉富町大字土屋３６２〒871-0834

石井　　通099321

TEL 092-572-7068

（有）ゼンコウ 3,000 －4011有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県春日市上白水９－１０１〒816-0844

小野　浩099322

TEL 092-874-8818

（有）Ｍ・Ｅ・Ｋ 3,000 －4001無法

左１屋１板１塗１防１
福岡県福岡市早良区野芥５－１１－１８〒814-0171

久和　寿幸099323

TEL 093-751-3777

アイティーユー（株） 5,000 －4008有法

塗１
福岡県北九州市若松区大井戸町７－１〒808-0033

伊藤　貴昭099332

TEL 092-942-7222

（株）フクショー 10,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県古賀市谷山１０４２－１〒811-3125

井上　慎一郎099333

TEL 0942-45-0111

とまと運送（株） 5,000 －4002有法

と１
福岡県久留米市東合川１－２－１８〒839-0809

山下　淳一099336

TEL 0942-41-9158

（有）アンメイク 5,000 －4002無法

建１内１
福岡県久留米市御井旗崎４－２－１１〒839-0841

佐々木　清文099337

TEL 0943-24-0414

（有）松門電設 10,000 －4007無法

電１
福岡県八女市忠見１１０１－１〒834-0014

松門　光夫099340
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TEL 093-322-5031

（有）港明建設 4,000 －4008有法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区丸山２－１１－３１〒801-0831

荒平　常久099344

TEL 092-412-4888

エポコラム機工（株） 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１〒812-0013

丸岡　宏至099347

TEL 092-881-1727

ティエス（株） 20,000 －4001有法

土１鋼１
福岡県福岡市西区姪の浜４－１４－２５－４０２〒819-0002

徳永　位佐武099348

TEL 092-932-6317

（有）内装の瀨戸山 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡宇美町原田１－２１－１〒811-2132

瀨戸山　健一099349

TEL 092-929-2570

九州特殊メタル工業（株） 10,000 －4011有法

建１と１鋼１板１塗１具１
福岡県太宰府市大字北谷字山ノ下１０７８－１〒818-0114

牛尾　澤太郎099351

TEL 093-555-8108

キクタ建装（有） 3,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区若園１－２１－５〒802-0816

喜久田　健二099357

TEL 0943-22-5182

（有）野中総業 5,000 －4007有法

建１と１鋼１解１
福岡県八女市今福１０４８－３〒834-0061

野中　登美男099358

TEL 0944-55-7838

（有）武組機工 3,600 －4003無法

と１機１
福岡県大牟田市天領町２－７１－１〒836-0054

松尾　弘之099361

TEL 092-292-7913

（株）のあ建築設計 70,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市博多区上牟田３－１１－２２〒812-0006

坂上　功至099362

TEL 0948-23-5806

（有）富士土木 35,000 －4010無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県飯塚市津原１０１９－１〒820-0086

海藏寺　信市099369

TEL 093-964-8033

（株）ヤマト建設 10,000 －4008無法

土１建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－２６－１〒802-0979

古宮　洋志099371

TEL 093-436-3166

（株）アートストーンカタギリ 10,000 －4005無法

土１
福岡県京都郡苅田町幸町１７－５〒800-0314

久保　夏子099372

TEL 093-618-2030

福山総合建設（株） 50,000 －4008無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２園２水２解２
福岡県北九州市八幡西区岩崎１－４〒807-1153

福山　征也099373
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TEL 093-653-2557

（有）共友電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区山路松尾町８－８〒805-0033

濱村　和彦099375

TEL 093-692-3113

（株）佐藤建販 5,000 －4008有法

石１タ１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸３－１２－９〒807-0851

佐藤　啓二099376

TEL 093-772-5058

（株）若松通信 13,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市若松区東二島３－５－７〒808-0102

梅野　丈博099378

TEL 0944-56-8851

水谷鉄工（株） 20,000 －4003無法

管１鋼１機１
福岡県大牟田市手鎌有明開１８７６－２〒836-0004

水谷　勝則099380

TEL 092-917-6001

新栄防蝕（株） 10,000 －4011無法

塗１
福岡県太宰府市大字北谷７１７－９〒818-0114

大家　淳晃099383

TEL 092-437-2611

ジオ・ナビオ（株） 10,000 －4001無法

土１と１舗１塗１園１水１
福岡県福岡市博多区半道橋１－１２－１１〒812-0897

坂本　哲士099384

TEL 0946-21-1286

（有）桜木工芸 3,000 －4006無法

大１塗１内１具１
福岡県朝倉郡筑前町高上７６－３〒838-0822

櫻木　時雄099385

TEL 092-323-3067

ＫＥＩデザイン －4001有個

建１
福岡県糸島市南風台８－１１－７〒819-1137

柴尾　恵子099386

TEL 092-937-0063

石橋防災（有） 5,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１６５－１〒811-2112

天野　喜義099388

TEL 093-791-0316

森内工務店 －4008有個

建１大１左１内１
福岡県北九州市若松区今光１－１２－１３〒808-0071

森内　博之099392

TEL 092-641-8700

（有）山村工業 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１０－７〒812-0051

山村　龍雄099393

TEL 092-557-1600

ハウスユマニテ（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区向野２－１４－１－２１２〒815-0035

畑中　剛二099397

TEL 092-622-6520

西久大運輸倉庫（株） 80,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区多の津１－２０－１４〒813-0034

伊東　健太郎099398
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TEL 092-865-2631

（株）相川電気 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市城南区堤１－１３－１〒814-0151

相川　睦男099401

TEL 0944-76-0021

（有）甲斐田工業 3,000 －4003無法

土１と１
福岡県柳川市大和町明野１０５５－２〒839-0251

甲斐田　慎也099402

TEL 0943-76-2106

佐々木組 －4002無個

大１
福岡県うきは市吉井町徳丸４２３－３〒839-1302

佐々木　郷滋099403

TEL 0943-77-2990

（株）総建 33,000 －4002無法

建２大１
福岡県うきは市浮羽町朝田２６８－１〒839-1401

樋口　貴哉099404

TEL 0942-34-1465

旭洋電気工事（株） 10,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市江戸屋敷２－１７－３〒830-0059

桒原　富美香099405

TEL 092-919-6611

（有）ケイティエンジニアリング 3,000 －4011無法

電１通１
福岡県太宰府市通古賀１－１０－１９〒818-0104

船越　興治099406

TEL 092-925-9046

梅田造園 －4011無個

園１
福岡県筑紫野市大字阿志岐２４８９－３２〒818-0011

梅田　晃聖099408

TEL 093-541-7399

（有）トータルスタッフ北九州 3,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉北区浅野２－３－１〒802-0001

西崎　晃099414

TEL 093-321-1924

（有）遠山金物店 5,000 －4008有法

建１大１内１具１
福岡県北九州市門司区栄町５－１７〒801-0863

遠山　拓郎099421

TEL 093-521-1628

（有）梅森左官工業 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉北区高浜２－７－２３〒802-0021

梅森　繁正099424

TEL 093-371-8261

（株）伊原製作所 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市門司区別院３－１４〒800-0035

伊原　元治099425

TEL 0942-72-2338

実建材 －4002有個

土１
福岡県小郡市稲吉６２６－９〒838-0128

渕上　里実099426

TEL 092-593-6408

ヒロシ工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市博多区春町１－２－８ル・プランタンＩ２０５〒812-0872

福原　宏099428
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TEL 0943-23-5435

（有）八女衛生社 3,000 －4007有法

土１管１水１
福岡県八女市吉田２１８９－１〒834-0006

馬場　信弘099433

TEL 0944-52-7569

江島畳商店 －4003無個

内１
福岡県大牟田市新地町１－１５〒836-0032

江島　雄二099434

TEL 092-523-8400

（株）オートメイション・テクノロジー 50,000 －4001有法

電２通２
福岡県福岡市南区那の川１－２４－１〒815-0081

城野　正明099436

TEL 092-451-0371

（株）パシフィックリース 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区西月隅３－３－２３〒812-0825

石井　孝行099437

TEL 092-951-2030

（株）吉森明装社 10,000 －4011無法

塗１
福岡県那珂川市成竹７３３〒811-1235

吉安　徹099440

TEL 0946-22-2375

（株）ハラダ 30,000 －4006有法

建１と１
福岡県朝倉市小田２１２９〒838-0051

羽野　修二099441

TEL 092-582-7202

（有）ブルズプロダクツ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区三筑２－７－３５－２０６〒812-0887

山川　邦彦099442

TEL 0946-26-0808

（株）エステート工房 10,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市菩提寺５８５－６〒838-0061

德田　義則099443

TEL 0948-72-0885

ヴァイゼ －4010有個

土１建１
福岡県飯塚市阿恵１２０６〒820-0704

森本　忠男099444

TEL 093-882-6419

（有）Ｂ．Ｃ．Ｉ 5,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市戸畑区新池３－１１－８〒804-0082

佐藤　秀信099447

TEL 093-613-2614

（有）鳴門工業 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区下上津役３－５－１１－４０５〒807-0075

片渕　努099448

TEL 093-741-6655

（有）小野工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市若松区安屋２４８６－１〒808-0124

小野　　臣099450

TEL 093-932-7955

ｋｔひびき（有） 3,000 －4008無法

土１と１塗１解１
福岡県北九州市小倉北区黄金２－５－３〒802-0071

多田　景信099452
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TEL 092-481-5006

九州機械保線（株） 20,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－３－１〒812-0016

後藤　利幸099457

TEL 092-871-6358

福岡建材（株） 20,000 －4001有法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市早良区有田５－５－１６〒814-0033

樋口　知佐子099458

TEL 092-432-4788

（有）九州マテリ 5,000 －4001無法

建１屋１
福岡県福岡市博多区比恵町２－１〒812-0014

松尾　榮一099462

TEL 0944-72-5200

（有）石橋技研 10,000 －4003有法

土１建１
福岡県柳川市三橋町磯島３０１－５〒832-0805

石橋　淳二099464

TEL 0944-73-6414

（有）冨安英工業 5,000 －4003無法

土１と１舗１水１
福岡県柳川市三橋町吉開６６８－３〒832-0802

冨安　順子099467

TEL 0942-77-0395

（有）安達組 3,000 －4002無法

土１建１舗１水１解１
福岡県三井郡大刀洗町大字菅野４１７－１〒830-1202

安達　美津子099468

TEL 092-322-4774

（有）伊都ホーム 5,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市美咲が丘１－２－３〒819-1136

岡田　浩司099469

TEL 092-963-2261

（有）昇陽建設 3,000 －4001無法

土１と１石１舗１水１
福岡県糟屋郡新宮町下府１－１０－１３〒811-0112

永田　直099471

TEL 092-554-4600

（株）共電創 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市南区清水４－４－１〒815-0031

大原　良之099472

TEL 092-622-5761

（株）井口工藝 10,000 －4001有法

鋼１内１
福岡県福岡市東区筥松１－８－２８〒812-0061

井口　剛099473

TEL 092-410-3110

（株）アサノ 10,000 －4001無法

土１建１大１左１と１管１鋼１筋１舗１塗１防１内１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１２４５－１〒811-2114

久保田　剛099476

TEL 092-947-8731

（有）正大技建 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬４４〒811-2412

大霜　正099479

TEL 092-410-1286

（有）百田電気 3,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡篠栗町和田３－２７－１２〒811-2414

百田　隆099480
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TEL 093-471-2168

（有）鈴木工務店 3,000 －4008有法

建１左１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町４－１２－５〒800-0207

鈴木　誠099485

TEL 093-931-1818

（有）三星工業 3,000 －4008有法

と１解１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１１－１１〒802-0072

豊原　宏之099486

TEL 092-596-0420

（有）平田設備 5,000 －4011無法

管１水１
福岡県大野城市南ヶ丘７－１６－５〒816-0964

平田　正之099489

TEL 092-725-1539

（株）三友 10,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市中央区笹丘２－２４－３５〒810-0034

清本　征二099491

TEL 0944-62-5552

（有）協和工業 5,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県みやま市瀬高町上庄１２６８－１〒835-0025

野田　雅彦099492

TEL 0944-72-1523

（有）髙田電設 5,300 －4003無法

電１
福岡県柳川市間３８３－１〒832-0088

髙田　泰伸099493

TEL 0949-42-7588

（有）山口工務店 5,000 －4004無法

土１建１大１と１園１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山１８１０〒807-1312

山口　光秋099495

TEL 092-925-4777

（有）アオイ産業 3,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市杉塚２－１２－３３－１０１〒818-0054

森田　康雄099496

TEL 092-566-7014

福岡重機（株） 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区桧原６－２－５５〒811-1355

藤井　康浩099504

TEL 093-741-3565

（有）ＦＫエンジニアリング 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区青葉台西５－９－３〒808-0143

岩崎　勝浩099505

TEL 092-805-7602

（有）伊東工業 10,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市西区周船寺２４２〒819-0373

伊東　博文099511

TEL 092-804-8157

オフィス　アイ －4001有個

建１
福岡県福岡市早良区重留２－８－１５〒811-1101

井上　富勝099515

TEL 092-947-2915

（有）藤建築 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田７６９－６〒811-2414

長野　貴美子099520
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TEL 093-617-3310

（株）太陽エンジニアリング 5,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南３－１７－４〒807-1143

大石　芳範099522

TEL 093-201-8538

（有）山本工業 4,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡水巻町頃末南３－２－５〒807-0025

山本　健吾099525

TEL 093-964-0017

（株）Ｂａｎ建築工房 5,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉南区徳力４－２３－２３〒802-0974

山口　伴樹099528

TEL 093-941-2433

（有）さかした 15,000 －4008無法

建１塗１
福岡県北九州市小倉南区湯川１－１－２３〒800-0257

坂下　誠二099532

TEL 0944-51-8395

（有）寺本塗装 3,000 －4003無法

塗１防１
福岡県大牟田市大字歴木７０５－３〒837-0924

寺本　隆司099533

TEL 0944-55-8860

（有）イズミプラント 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市小浜町３－１－１２〒836-0034

中村　泉099534

TEL 092-565-6901

（有）熊丸畳店 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区野多目４－２－８〒811-1347

熊丸　剛099540

TEL 0948-82-5043

白土設備 －4010無個

土１管１水１
福岡県飯塚市有安５４０－１５〒820-0111

白土　修平099545

TEL 0947-28-2023

（有）上大建設 5,000 －4009無法

土１と１舗１
福岡県田川郡福智町上野５７４－２〒822-1102

安永　大吾099546

TEL 092-865-3740

（株）フルハウス 20,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市早良区次郎丸５－１８－２５〒814-0165

藤松　章099547

TEL 092-533-2561

（有）寿電業 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区大楠１－１５－３４〒815-0082

野田　仁099548

TEL 092-522-6335

ユージー・防災設備（株） 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市南区大楠１－３５－２３〒815-0082

相浦　光男099549

TEL 092-691-3311

（株）オーム電設工業 45,000 －4001有法

電２
福岡県福岡市東区土井１－２０－３５〒813-0032

浅井　直人099550
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TEL 092-571-6837

（株）誠和 10,000 －4011有法

電１管１
福岡県大野城市白木原４－５－６〒816-0943

木村　俊二099553

TEL 092-411-9311

（株）福博木材センター 26,350 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区西月隈１－７－２９〒812-0857

石里　佳規099554

TEL 093-281-4333

（有）未来建託 5,000 －4008有法

土１
福岡県遠賀郡岡垣町桜台１４－１０〒811-4217

兼光　鶴子099555

TEL 093-391-5083

（有）林技建 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区泉ヶ丘６－２２〒800-0041

林　担次099558

TEL 092-834-9807

（株）熊谷 10,000 －4001有法

土１建１と１舗１
福岡県福岡市早良区西入部５－１１－２０〒811-1121

熊谷　汀江子099563

TEL 0944-87-2804

（株）かねぜん建設 46,000 －4003有法

土２建２と２石２舗２し２水２解２
福岡県大川市大字一木４３９－８〒831-0034

古賀　雅臣099564

TEL 0949-22-6325

法﨑建設 －4004無個

建１
福岡県直方市大字上境１５３３－１〒822-0006

法﨑　卓也099567

TEL 093-613-7766

（有）ジーエス 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区大平１－１０－１２〒807-0083

武内　鬼子男099568

TEL 0944-86-4859

（有）佳工業 3,000 －4003無法

内１具１
福岡県大川市大字小保９６８番地〒831-0041

梶田　孝信099573

TEL 093-614-3977

（有）日動サービス 10,000 －4008有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区千代１－７－１〒807-1112

有吉　小波099577

TEL 093-621-4978

上村デンキサービス －4008有個

建１電１管１
福岡県北九州市八幡西区陣原３－２１－２〒807-0821

上村　徳秀099578

TEL 093-691-3524

（有）秋吉組 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区陣原５－３－８〒807-0821

秋吉　康司099579

TEL 093-482-7680

（有）共同設備 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区上香月３－１０－１５〒807-1101

白川　義登099580
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TEL 092-943-3337
株）
グローバルマテリアルズエンジニアリング（ 10,000 －4001有法

機１
福岡県古賀市青柳１０６７－１〒811-3134

石山　捨美099581

TEL 0944-76-3460

三寿鉄工所 －4003有個

管１鋼１機１
福岡県柳川市大和町明野１３２７－３〒839-0251

近藤　明三099584

TEL 0943-22-2029

（株）ワタヤ 25,000 －4007有法

建１
福岡県八女市龍ケ原２６７－４〒834-0067

牛島　大造099585

TEL 092-611-6768

（有）九州イノベーション 3,000 －4001有法

土１と１鋼１機１
福岡県福岡市東区筥松４－１６－５９－１００３〒812-0061

出端　善次099586

TEL 092-891-5330

（株）エーワンディヴェロップ 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区十郎川サンハイツ１５－２０１〒819-0024

麻生　一郎099589

TEL 092-716-2558

（有）シー・エヌ・エス 10,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市中央区大手門３－６－１６－２０１〒810-0074

近藤　峰代099592

TEL 092-822-8237

（有）ディンカムハウス 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区昭代１－１－１〒814-0012

本田　実男099594

TEL 092-791-1682

（有）リプル 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区六本松１－５－１７〒810-0044

豊田　喜彦099595

TEL 0940-36-8277

有明産業（有） 10,000 －4008有法

と１
福岡県宗像市王丸３７４－１〒811-3422

荒木　捷也099597

TEL 0946-42-4838

（有）健製作所 10,000 －4006無法

機１
福岡県朝倉郡筑前町下高場字市沼１６２３－１〒838-0211

松原　健099603

TEL 092-722-1331

（株）エコシステム 40,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県福岡市中央区天神５－７－１〒810-0001

橋本　和久099608

TEL 092-566-1188

（有）池建設 3,000 －4001無法

大１と１
福岡県福岡市南区鶴田１－８－２７〒811-1352

池　和則099611

TEL 092-554-5830

（株）ニシックス 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区若久４－２－１８〒815-0042

西野　鶴生099614
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TEL 092-947-4576

千早近代建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町中央４－２２－７〒811-2417

千早　信也099615

TEL 093-692-2671

（有）ファイン 20,000 －4008有法

建２大１と１屋１舗１塗１防１内１解１
福岡県北九州市八幡西区本城東１－１１－２７〒807-0815

市丸　浩099617

TEL 0948-22-3596

（有）黒瀬工務店 3,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市上三緒４４３－１８０〒820-0013

黒瀬　勇099619

TEL 092-502-7183

ホリタシステム（有） 10,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市仲畑４－１７－１９〒816-0921

堀田　正彦099620

TEL 092-575-0115

（株）フクオカシルク 7,000 －4001無法

鋼１内１
福岡県福岡市南区横手４－１８－１８〒811-1311

石橋　英登099621

TEL 092-953-3892

（有）いりぐち 5,000 －4011有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県那珂川市片縄西４－１７－１〒811-1202

入口　敦099622

TEL 0942-73-5281

古賀工務店 －4002無個

建１
福岡県小郡市福童２４９９－１〒838-0138

古賀　健一099627

TEL 0944-89-5500

（株）ＢＳＴＥＣ 3,000 －4003無法

内１
福岡県大川市大字鐘ヶ江５９０－９〒831-0008

石橋　宏哉099628

TEL 0944-73-3795

（有）ｉｍａｇｅ 5,000 －4003有法

建１
福岡県柳川市袋町１－１〒832-0044

江上　愼介099629

TEL 0942-54-0738

（有）ショウエイ環境 3,000 －4002有法

と１解１
福岡県久留米市三潴町西牟田６３４５－３〒830-0111

橋本　健一郎099630

TEL 0948-22-4057

伸栄住宅 －4010無個

建１
福岡県飯塚市忠隈１８６－３〒820-0071

松江　美宗099631

TEL 0948-42-7171

サンコー開発（株） 20,000 －4010有法

建２と２鋼２解２
福岡県嘉麻市鴨生９４－２９〒820-0206

今富　英実099632

TEL 092-862-0085

（有）神野機器サービス 3,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市早良区田隈２－１２－１０〒814-0174

原田　祐介099634
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TEL 092-432-7775

（株）東丘 10,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市博多区豊１－４－３０－１階〒812-0042

濱田　洋099635

TEL 092-608-7509

（有）克工業 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市東区高美台２－１－３０〒811-0215

村島　直純099636

TEL 0942-51-3833

（有）アステック福岡 5,000 －4002無法

土１建１タ１塗１防１
福岡県久留米市藤光町９８６－９〒830-0054

大石　利夫099639

TEL 092-921-3116

（株）伸栄設備 10,000 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市塔原東４－１－３２〒818-0059

内嶋　正志099643

TEL 092-503-0118

カイセイ建設 －4001無個

土１建１
福岡県福岡市博多区東月隈３－１９－８〒812-0854

平野　明099644

TEL 0949-34-7550

（有）鬼塚工業 5,000 －4004無法

土１建１と１石１舗１水１解１
福岡県宮若市宮田２６０７－３７〒823-0011

鬼塚　浩文099645

TEL 093-291-4544

（有）西日本ツー・トップ 3,000 －4008有法

管１鋼１
福岡県遠賀郡遠賀町浅木３－２９－１９〒811-4312

米村　進099649

TEL 093-651-1159

エネルギー産業（有） 3,000 －4008有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１井１水１
福岡県北九州市八幡東区茶屋町５－３０〒805-0014

遠藤　信幸099650

TEL 093-592-5032

（株）東亜機工 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区清水１－１７－４〒803-0841

柳　良定099652

TEL 092-831-1822

（有）エム・クリーン 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区小田部２－１８－９〒814-0032

毛利　成希099653

TEL 092-260-3685

（株）機創工業 20,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区原田２－３１－２〒812-0063

中川　友紀099656

TEL 093-245-1540

（有）陣内機工 3,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県中間市中央１－２２－３〒809-0030

井上　修司099664

TEL 093-473-6711

協和アルミ工業（株） 10,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市小倉南区葛原５－４－１０〒800-0251

　　侑雄099665
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TEL 0979-84-1188

（有）東建設 5,000 －4005無法

土１建１と１舗１解１
福岡県豊前市大字鳥越７６６－７〒828-0012

福田　秀利099671

TEL 0942-62-2891

（有）ネットワーク 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市城島町西青木２２－１〒830-0226

内田　保099672

TEL 092-731-0001

（株）大央 60,000 －4001有法

建２内２消１
福岡県福岡市中央区大名２－６－１〒810-0041

松岡　恭子099679

TEL 092-803-2747

イナツ鉄筋 －4001無個

建１筋１
福岡県福岡市早良区早良５－２７－２１〒811-1122

稲津　満弘099681

TEL 092-205-5029

宮本組 －4001無個

と１
福岡県福岡市東区名子３－２－２５〒813-0024

宮本　末人099683

TEL 092-864-0716

原野研装 －4001無個

建１内１
福岡県福岡市早良区野芥７－２８－９－１〒814-0171

原野　学099685

TEL 092-589-9275

（有）ハウジングテクノ 3,000 －4011無法

土１建１
福岡県大野城市月の浦３－１－２０〒816-0983

吉富　京子099688

TEL 092-806-0561

（株）キョーワ 30,000 －4001有法

土２と２鋼２舗２水２
福岡県福岡市西区今宿２－１１－１６－１〒819-0167

馬場　寛幸099693

TEL 0944-43-6300

（株）大牟田鉄骨 3,000 －4003無法

鋼１
福岡県大牟田市四山町８０－２０〒836-0067

児玉　唯志099699

TEL 0944-50-1933

山川建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字倉永１５８１－２〒837-0906

山川　芳充099701

TEL 0944-55-3136

久保塗装 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市米生町２－１６３－１０〒836-0881

久保　正寿099702

TEL 0942-21-2832

（有）ブリング 3,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市国分町１３４３－１７〒839-0863

馬越脇　俊二099703

TEL 092-521-9092

（有）福岡宗像産業 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市中央区小笹１－１５－１０－１０７〒810-0033

宗像　敏明099708
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TEL 092-947-6982

（有）﨑田塗装 3,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡篠栗町和田３－４－２７〒811-2414

﨑田　武弥099711

TEL 092-565-5881

（有）蔵前建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区屋形３－１－１０〒811-1351

藏前　良直099712

TEL 092-406-9841

（株）エントプラ 20,000 －4001無法

土１と１し１水１
福岡県福岡市中央区天神３－１０－３２〒810-0001

中嶋　清春099717

TEL 0942-52-5008

室園工務店 －4007無個

土１建１
福岡県筑後市大字山ノ井７４２－３〒833-0031

室園　徹夫099718

TEL 0942-26-4050

マックス －4002無個

土１建１大１と１舗１防１水１
福岡県久留米市藤光町１２７３－８〒830-0054

田中　新耕099720

TEL 092-522-7735

豊光産業（株） 10,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市中央区高砂１－１１－１０〒810-0011

村口　栄一099726

TEL 0979-83-2741

畑建設 －4005無個

土１建１舗１
福岡県豊前市大字赤熊９４８－１〒828-0027

畑　博彦099730

TEL 093-244-6437

松野水道 －4008無個

土１管１水１
福岡県中間市岩瀬３－１０－１６〒809-0011

松野　修二099731

TEL 093-951-5135

（有）エイ商工 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区片野２－４－１８〒802-0064

華山　龍太099732

TEL 092-477-3623

三和テクノシステム（有） 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－１２－３〒812-0011

溝口　雅博099733

TEL 093-473-3866

（有）イケフジ工業 3,000 －4008無法

と１管１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町２－９－１６〒800-0207

吉田　正教099736

TEL 093-551-5130

（株）アースコーポレーション 50,000 －4008有法

建１大１石１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区堺町１－９－１０　６Ｆ〒802-0005

山本　寛之099737

TEL 093-471-8316

（株）片山設計 10,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉南区下貫４－２－１０〒800-0236

片山　秀樹099739
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TEL 092-939-7558

（有）太田 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈３７８－４〒811-2302

太田　健一郎099741

TEL 092-551-5501

（株）プランニングテイク・スリー 10,000 －4001有法

建１電１鋼１内１
福岡県福岡市南区和田２－１－４〒811-1343

武石　勝二郎099742

TEL 092-574-8888

（株）ＴＴＳ 10,000 －4001有法

建１大１左１と１屋１電１塗１内１
福岡県福岡市博多区諸岡３－９－９〒812-0894

和田　祐司099743

TEL 092-948-0848

（有）土建産業 5,000 －4001無法

土１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糟屋郡篠栗町和田１－１７－１０〒811-2414

山本　良吉099744

TEL 0943-75-4665

橘興業 －4002無個

土１
福岡県うきは市吉井町橘田８３－２〒839-1307

梅野　祐二099745

TEL 0942-27-8260

（有）乗富空調 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市御井旗崎５－２－５〒839-0841

乗富　正三099746

TEL 0944-72-5883

（有）開田組 5,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県柳川市吉富町４６５〒832-0055

開田　勝幸099752

TEL 0942-22-0946

（有）馬場大成園 3,000 －4002無法

土１と１園１
福岡県久留米市上津町１２３９〒830-0052

馬場　慶明099753

TEL 0949-33-3701

（株）テクマ 10,000 －4004有法

電１
福岡県宮若市倉久８９０〒823-0017

安部　和美099756

TEL 093-381-2611

（株）福晃 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市門司区上馬寄２－１－１０〒800-0042

白石　敏雄099764

TEL 093-293-2727

（有）三栄建工 3,000 －4008無法

土１建１と１管１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎６５４－１〒811-4342

佐潟　健吾099766

TEL 093-581-1571

勝山建設工業（株） 30,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市小倉北区西港町１５－７〒803-0801

南川　伸一099767

TEL 093-471-4979

小代設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区下吉田４－１６－１８〒800-0203

小代　裕治099768
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TEL 092-811-0186

林土木工業（株） 30,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市西区大字羽根戸７２４－１４〒819-0038

林　英機099771

TEL 093-230-2114

秦電気設備 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区長尾４－１１－２４〒803-0274

秦　忠路099772

TEL 093-391-2303

（有）平岡美装 10,000 －4008有法

建１と１
福岡県北九州市門司区松原２－１－７〒800-0064

平岡　啓介099773

TEL 092-803-2888

（有）フリーズサービス九州 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区重留１－２２－４〒811-1101

福田　秀夫099774

TEL 0946-22-2727

（有）金子設備 5,000 －4006無法

土１管１井１水１
福岡県朝倉郡筑前町新町１８９〒838-0816

金子　明久099777

TEL 0942-78-3900

Ｍ・Ｈインテリアデザイン －4002無個

建１
福岡県久留米市北野町塚島２３９－２〒830-1107

久次　博美099780

TEL 0947-45-5615

金子建設 －4009無個

建１
福岡県田川市大字夏吉３２２６－２〒825-0004

金子　俊嗣099786

TEL 0947-63-2720

（有）ニチリン 3,000 －4009無法

土１建１と１管１水１
福岡県田川郡大任町大字今任原１３６４〒824-0511

﨑野　英樹099787

TEL 092-432-8800

（株）キューテック 13,000 －4001有法

電１通１消１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－２０－２４〒812-0016

上村　康之099791

TEL 092-608-2200

（有）ナリタ 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区雁の巣１－３２－５〒811-0206

成田　栄美子099792

TEL 092-731-3622

（株）アイペック 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１〒810-0004

浦野　英輔099795

TEL 092-553-4737

（株）インター住宅 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区向野２－１４－１８〒815-0035

井元　信義099796

TEL 0943-76-2082

タグチ塗装工事 －4002無個

塗１
福岡県うきは市吉井町鷹取１３８０－１〒839-1343

田口　智宏099802
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TEL 0949-28-2574

（有）水上工務店 3,000 －4004無法

土１管１水１
福岡県直方市大字下新入１２６５－７〒822-0032

水上　英樹099804

TEL 0943-77-7640

五和建設興産 －4002無個

土１建１と１管１水１
福岡県うきは市浮羽町朝田１４０－１〒839-1402

西　俊三099808

TEL 093-561-1816

エスエム環境開発（株） 10,000 －4008有法

土１管１し１水１
福岡県北九州市小倉北区原町２－２－１０〒803-0815

林　三惠子099810

TEL 093-482-8532

（有）ダイコク 5,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１解１
福岡県北九州市若松区南二島２－２０－２３〒808-0109

津田　啓099811

TEL 093-571-1522

（有）ツチダ電設 6,000 －4008有法

電１管１消１
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘１－６－４３〒803-0827

土田　功099812

TEL 093-662-5665

（株）長野工事 8,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市八幡東区前田３－９－１３－２０１〒805-0069

長野　宏099815

TEL 092-409-0601

（株）優雅デザイン工房 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区平和３－１１－７〒810-0016

市川　雅光099822

TEL 0948-53-0939

（株）デンシン 3,000 －4010無法

電１管１
福岡県嘉麻市下山田４７０－７〒821-0011

松岡　清子099827

TEL 093-881-1050

（有）戸畑ホーム設備 3,000 －4008無法

土１と１石１管１舗１し１水１消１
福岡県北九州市戸畑区西大谷２－９－２０〒804-0032

薮亀　壮一099832

TEL 092-926-3333

（株）山水 10,000 －4011有法

具１
福岡県筑紫野市大字西小田８２２－８〒818-0032

七条　洋一郎099833

TEL 092-952-0765

福山設備 －4011無個

管１
福岡県那珂川市恵子６－９－１５〒811-1255

福山　秀隆099835

TEL 092-571-0658

（有）森造園 3,000 －4011無法

園１
福岡県春日市下白水南６－１０１〒816-0846

森　祐輝099836

TEL 092-925-2792

（有）勝山電気工事 3,000 －4011有法

電１
福岡県筑紫野市針摺南１－１１－１－３０１〒818-0082

勝山　久生099837
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TEL 092-514-0515

（株）朝浦 3,000 －4011無法

塗１
福岡県大野城市大城５－９－１２〒816-0911

井上　賢吾099838

TEL 092-551-1544

（株）大和 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区野間３－９－６〒815-0041

石川　智　099839

TEL 093-654-2117

（株）エフ・イー 3,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉北区泉台４－１－９〒803-0842

末永　一将099841

TEL 093-475-6825

クラフトワーク －4008有個

建１大１左１と１石１屋１電１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉南区下吉田３－２－１４〒800-0203

野中　一浩099843

TEL 092-283-2866

（株）ズーム 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区網場町４－１１－７０１〒812-0024

古庄　賢099847

TEL 092-935-8527

（有）成電社 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石２５３－９１〒811-2221

下橋　秀規099849

TEL 093-791-9515

（株）栄翔 10,000 －4008無法

土１と１塗１
福岡県北九州市若松区二島５－８－３２－２０１〒808-0103

斉藤　保子099850

TEL 093-372-8450

（有）風電工 3,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市門司区西新町１－３－１６〒800-0056

平野　真一郎099852

TEL 092-801-1168

（株）竹内土建 43,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市早良区田村２－８－１６〒814-0175

中村　博起099856

TEL 0944-72-8771

（有）海田産業 3,000 －4003無法

土１と１
福岡県柳川市大字南浜武６８９－２〒832-0083

甲斐田　弘徳099857

TEL 0943-76-2382

ヤマダ建装 －4002無個

塗１防１
福岡県うきは市吉井町９５９－１０〒839-1321

山田　正雄099859

TEL 093-651-8603

（有）本多工務店 3,000 －4008無法

左１と１タ１
福岡県北九州市八幡東区末広町１０－３３〒805-0049

本多　和彦099861

TEL 0949-52-2346

コジン建設 －4004無個

建１
福岡県宮若市福丸２４０－５〒822-0101

小陣　稔時099866
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TEL 0930-22-3455

舛田設備 －4005無個

管１
福岡県行橋市行事４－１７－１６〒824-0001

舛田　智明099869

TEL 093-642-1102

（有）正岡産業 10,000 －4008有法

建１絶１
福岡県北九州市八幡西区青山３ー１６ー２２〒806-0043

正岡　伸一099870

TEL 093-622-1177

コスモ建設（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区鳴水町９－９〒806-0052

白石　卓也099871

TEL 093-583-0360

（有）みさき企画工房 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区原町２－２－１４－４１５〒803-0815

権藤　政臣099872

TEL 093-881-3676

（有）ＫＯＫＥＮ 5,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１水１
福岡県北九州市戸畑区中原東３－９－２２〒804-0012

金本　靖徳099874

TEL 092-933-1128

大扇建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡宇美町光正寺２－１２－３４〒811-2123

新井　雄二099875

TEL 0942-44-2901

（有）タカオカ保温 3,000 －4002無法

絶１
福岡県久留米市高良内町３１５１－１〒839-0852

高岡　栄作099878

TEL 093-871-1631

大光炉材（株） 50,000 －4008有法

と１タ１鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区牧山新町１ー１〒804-0054

小林　仁志099880

TEL 093-922-8461

新日本電通（株） 10,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市小倉北区香春口２－８－１１〒802-0084

安成　隆仁099881

TEL 092-791-4706

（株）ｓａｋｕｒａ　ｃｒｅａｔｅ 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区輝国２－１－２４〒810-0032

久木　一高099883

TEL 092-871-0995

（有）松本塗装店 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区樋井川７－２－２８〒814-0153

松本　龍一郎099884

TEL 0944-72-5327

（株）廣松組 45,000 －4003有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県柳川市下宮永町６４３－１〒832-0059

廣松　佑治099885

TEL 0947-22-0779

中島電気工事店 －4009無個

電１
福岡県田川郡福智町金田３３０－１８〒822-1201

中島　信之099886
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TEL 0947-32-6032

木村工務店 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡香春町大字香春１７１３〒822-1406

木村　敏博099888

TEL 092-872-8032

（株）博防 3,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市早良区重留２－４－１０〒811-1101

白　　博099891

TEL 0930-32-6111

有富建設 －4005無個

建１
福岡県京都郡みやこ町勝山松田１６７３－２〒824-0802

有富　誠099894

TEL 092-524-0908

九和 －4001無個

防１
福岡県福岡市中央区清川３－２７－１６－８０３〒810-0005

楢崎　弘基099896

TEL 093-941-4613

新山建設 －4008有個

土１建１内１
福岡県北九州市小倉南区若園２ー２１ー７〒802-0816

新山　道隆099897

TEL 093-282-2015

（有）ケイテック 3,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡岡垣町大字山田９１０ー３〒811-4221

小田　勝太郎099898

TEL 093-621-5422

（有）徳茂建具製作所 3,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１ー５ー１４〒806-0047

柚木　孝志099899

TEL 0944-33-0600

（有）和企画 5,000 －4003有法

建１
福岡県三潴郡大木町大字上八院１７５８－１０〒830-0417

山本　浩099902

TEL 0944-67-2553

亀山建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市山川町甲田５０８〒835-0114

亀山　隆一099903

TEL 092-947-5670

八坂建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬７１１－１４〒811-2412

八坂　忠道099907

TEL 092-504-5416

（有）イワタ内装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区東月隈１－２５－１３〒812-0854

岩田　謙二099912

TEL 0947-48-3010

（有）雄覇 9,990 －4009無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県田川郡福智町神崎１３６０〒822-1202

寺田　隆義099915

TEL 092-558-6703

（株）福田塗装 4,500 －4011無法

塗１
福岡県春日市ちくし台１ー３６〒816-0822

福田　勲099920
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TEL 0940-52-3836

（有）津屋崎造園土木 5,000 －4008無法

園１
福岡県福津市奴山７１７－１〒811-3522

安部　俊彦099921

TEL 092-322-7932

松永瓦工事店 －4001無個

屋１
福岡県糸島市井原１００６－２〒819-1582

松永　良晴099922

TEL 092-322-1856

中村タイル工業 －4001有個

と１タ１
福岡県糸島市神在東５－１－７〒819-1120

中村　武史099923

TEL 0942-75-6214

森山建設（株） 25,000 －4002有法

土２と２石２舗２水２解２
福岡県小郡市大保１００１－１〒838-0115

魚谷　弘之099927

TEL 0942-26-4896

（有）ユーテック 3,000 －4002無法

絶１
福岡県久留米市安武町住吉７６３〒830-0078

山田　薫099930

TEL 0942-34-8738

妹川建設（株） 10,000 －4002無法

土１建１と１鋼１塗１内１解１
福岡県久留米市津福本町７７１－２〒830-0047

妹川　一郎099931

TEL 0942-62-3458

塚本商店 －4002有個

管１水１
福岡県久留米市城島町城島２４３〒830-0207

塚本　正紀099933

TEL 0942-53-2105

山下（龍）建設 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字熊野１０６６－７〒833-0055

山下　龍也099934

TEL 0943-24-0882

江田住建 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町山崎１２８２〒834-0081

江田　宗隆099935

TEL 093-777-2678

北川石材 －4008無個

と１石１
福岡県北九州市八幡西区茶屋の原２－６－２１〒807-1134

北川　達哉099936

TEL 092-582-0540

（株）佐藤建築コンサルタント 35,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市南区弥永２－１６－２０〒811-1323

佐藤　智宏099938

TEL 092-934-1465

双生住宅 －4001無個

建１大１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵４６２－４４〒811-2111

山口　清重099940

TEL 092-534-3222

（株）西日本ビル代行 20,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区平和５－７－３５〒810-0016

藤　眞臣099943
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TEL 0943-35-0126

三信工業（株） 10,000 －4007無法

建１屋１板１
福岡県八女市立花町白木７８〒834-0084

牛嶋　太郎099944

TEL 0943-42-3862

はやし電器 －4007有個

電１通１
福岡県八女市黒木町桑原６２－８〒834-1216

林　純一099945

TEL 0942-75-3205

（株）柴田工業 20,000 －4002無法

土２と２舗２水２解２
福岡県小郡市力武９９３－１〒838-0116

柴田　裕司099946

TEL 0942-39-7621

（有）久留米潜水工事 3,000 －4002有法

土１と１し１
福岡県久留米市本町６－５〒830-0044

大月　　敏099947

TEL 092-431-2998

（有）ヨシダ企画 4,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区竹下２－７－１２〒816-0095

原　憲一099948

TEL 093-611-0121

（株）Ｋ・Ｋ 40,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区町上津役東１－１１－４１〒807-0073

宮本　慶也099953

TEL 092-413-5914

（有）国電工 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区東那珂２－４－５７〒812-0892

國崎　誠099956

TEL 093-741-2183

（有）小野美装 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市若松区高須西１ー６ー３〒808-0146

小野　修司099961

TEL 093-342-1001

（有）豊川建設 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県北九州市門司区春日町２５ー２４〒801-0823

豊川　剛099963

TEL 092-575-3285

大丸コーポレーション九州（有） 3,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市南区日佐５－１０－８〒811-1313

諸泉　恵099968

TEL 0944-52-9333

インテリア　ＭＡＥＫＡＷＡ －4003無個

内１
福岡県大牟田市大正町４－２－６〒836-0047

前川　稔099971

TEL 0944-67-0687

椿原産業 －4003無個

土１と１舗１園１
福岡県みやま市山川町河原内３５１－１〒835-0104

椿原　光晴099973

TEL 0942-53-8366

中野建設 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字前津１６５１－３４〒833-0002

中野　淳099975
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TEL 092-805-7550

（有）阿蘇林産 13,296 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市西区九大新町９－５〒819-0388

長　修099979

TEL 0948-21-4300

（有）ニューエージ 3,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市楽市７６４〒820-0074

平嶋　肖子099983

TEL 0930-23-1722

九州交通安全（株） 3,000 －4005無法

土１と１塗１解１
福岡県行橋市大字入覚１２６４〒824-0077

安中　謙二099984

TEL 0947-63-2069

（有）永髙建設 5,000 －4009有法

土１建１水１消１
福岡県田川郡大任町大字今任原３２０５ー１〒824-0511

永原　高英099987

TEL 0930-25-4972

（有）セイシン 3,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県行橋市大字流末１４００ー１７〒824-0043

平田　清二099989

TEL 093-791-0431

東洋造船鉄工（株） 35,000 －4008有法

鋼１塗１機１
福岡県北九州市若松区藤ノ木３ー７ー８〒808-0074

古田　浩099996

TEL 093-475-2987

（株）松樹 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区沼本町１ー１４ー１８〒800-0208

松尾　龍佑099999

TEL 093-383-7037

フェイスエンジニアリング（株） 10,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区南方４－７－１０〒802-0976

川北　克美100001

TEL 093-882-9404

（株）ケンビ 10,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市戸畑区沖台１－３－８〒804-0064

木山　宏志100002

TEL 092-206-5540

（有）未来建設 3,000 －4001有法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県福岡市早良区東入部２－９－７〒811-1102

高田　妙子100004

TEL 092-606-2306

（有）エムズプランニング 3,000 －4001無法

建１塗１防１内１
福岡県福岡市東区和白東５－１９－３８〒811-0214

村岡　徳光100006

TEL 0940-32-3344

（有）ヤマサキ装飾 3,000 －4008無法

内１
福岡県宗像市三郎丸５－７－１〒811-4143

梅田　拓治100009

TEL 092-952-1815

（株）ダンクリエイト 10,000 －4011無法

電１鋼１塗１内１
福岡県那珂川市今光１－５５〒811-1211

立川　福三郎100010
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TEL 092-937-3601

（有）九州鉄鋼建設 300 －4001無法

土１と１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１０６０番地〒811-2112

辰野　利恵子100012

TEL 092-571-0988

（有）大島板金 3,000 －4001無法

屋１板１
福岡県福岡市南区日佐３－３８－１８〒811-1313

大島　和行100013

TEL 0948-52-1387

坂本給排水システム －4010無個

管１
福岡県嘉麻市上山田１３０１－１〒821-0012

坂本　誠100016

TEL 0942-26-3668

緒方内装 －4002無個

内１
福岡県久留米市大善寺町中津２５６－７〒830-0077

緒方　秀樹100019

TEL 092-411-6580

（株）太陽クリーンセンター 20,000 －4001有法

内１消１
福岡県福岡市博多区那珂２－３－１〒812-0893

大久保　忠顕100024

TEL 092-589-3232

（有）インテリアミッツ 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区春町２－３－５〒812-0872

眞子　範光100025

TEL 093-771-9188

（有）シフト 3,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市若松区波打町１２ー１０〒808-0113

中尾　慎二100026

TEL 092-565-6332

（株）緑建コーポレーション 20,000 －4001無法

土２と２石２舗２園２解２
福岡県福岡市南区桧原７－５３－１７〒811-1355

江田　哲也100028

TEL 092-551-5896

（有）山　電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区西長住２－３２－４〒811-1361

山﨑　一徳100029

TEL 092-612-7456

（有）ケンユウ産業 8,000 －4001無法

土１電１管１水１
福岡県福岡市博多区空港前２－１９－７〒812-0002

鬼塚　勝己100031

TEL 0948-42-7222

（有）佐藤技建 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１筋１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市赤坂８４１－２２〒820-0106

佐藤　智之100033

TEL 0948-22-0155

飯塚瓦工業 －4010無個

屋１
福岡県飯塚市鶴三緒１３３５－５〒820-0014

渋谷　恵一100034

TEL 093-931-2760

（株）イデア 10,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉北区熊本３ー１５ー２１〒802-0044

権藤　基喜100040
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TEL 0944-62-4859

今村工務店 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町下庄６０５－３〒835-0024

今村　秀隆100041

TEL 0942-39-5566

インテリアＴＥＴＳＵ －4002無個

内１
福岡県久留米市津福本町１６７９－５１〒830-0047

古賀　哲哉100048

TEL 0942-44-6469

行武建設（株） 10,000 －4002無法

土１と１
福岡県久留米市御井町４５８－２〒839-0851

行武　義夫100049

TEL 092-976-2229

（有）エアロテック 3,000 －4001無法

管１機１
福岡県糟屋郡久山町大字猪野７４０－５〒811-2503

鮎川　久榮100051

TEL 092-771-4443

（株）エフスタジオ 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区渡辺通５－１６－１３〒810-0004

古森　眞一100056

TEL 092-281-1145

（株）ボッテガ東京 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区下呉服町９－１０６－１－１０２〒812-0034

西　忠彦100057

TEL 093-653-1145

（株）Ｍ・Ｓテック 26,000 －4008無法

土２と１石２管１鋼２舗２し２塗２機１水２解２
福岡県北九州市八幡東区石坪町３－１〒805-0021

北原　聡100060

TEL 093-474-5552

（有）滝川工業 3,000 －4008無法

と１鋼１解１
福岡県北九州市小倉南区長野本町２－３－３３〒800-0241

瀧川　東平100063

TEL 0940-35-3311

富士テクノワークス（株） 10,000 －4008無法

建１内１機１
福岡県宗像市徳重２－２－５２〒811-4164

古賀　正人100066

TEL 0949-24-1649

（株）原田電気工事 10,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字中泉８１４－１０〒822-0011

原田　薫100069

TEL 093-434-5545

（有）住まい塾工房 3,000 －4005無法

建１
福岡県京都郡苅田町若久野３ー１６ー１０〒800-0302

園田　龍治100071

TEL 093-617-1433

（有）永和通信工業 5,000 －4008無法

土１と１石１電１舗１通１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋東２－６－１７〒807-1142

末永　義博100073

TEL 0930-28-9876

（有）北部安全 5,000 －4005有法

土１と１舗１塗１水１解１
福岡県行橋市大字今井３２３７－２〒824-0018

中尾　彰100077
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TEL 092-952-7470

山内建設 －4011無個

建１
福岡県那珂川市片縄西３－１７－５〒811-1202

山内　義雄100079

TEL 092-929-5707

（有）エールテック 3,000 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市大字永岡１１００－１〒818-0066

空　剛史100081

TEL 0930-25-8700

東九ハウジング（株） 10,000 －4005有法

建１
福岡県行橋市南大橋２ー１ー１〒824-0032

田中　正人100084

TEL 092-957-1711

（株）クドウ企画 10,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４－７－８〒811-2315

工藤　正弥100086

TEL 092-524-9807

（有）シーグリーン 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市中央区小笹３－１３－９〒810-0033

中島　弘喜100087

TEL 0944-72-4912

三王物産（株） 20,000 －4003有法

土１建２
福岡県柳川市元町１５－１〒832-0074

富重　研司100092

TEL 0948-82-0108

（有）池田建設 8,000 －4010無法

土１建１と１石１舗１
福岡県飯塚市赤坂５８６〒820-0106

池田　昌章100100

TEL 0947-72-6700

（有）高組 3,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１し１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原７２７－３〒827-0004

西本　宏子100110

TEL 0943-72-4334

（株）ユニ企画 5,000 －4002無法

土１建１舗１水１
福岡県久留米市田主丸町常盤７５６－１〒839-1232

行徳　八重子100113

TEL 092-210-8901

（株）柴田工務店 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市城南区七隈７－５－２６－２０１〒814-0133

柴田　忠治100116

TEL 092-571-7171

セキソ（株） 30,000 －4001有法

土２と２
福岡県福岡市博多区西春町３－３－２１〒812-0873

石橋　哲夫100117

TEL 093-283-3757

横川工務店 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉９８９ー５〒811-4205

横川　修司100118

TEL 0942-72-6525

（株）みい舗道 10,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県小郡市福童４４６－２〒838-0137

五反　一成100121



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

785頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-72-5255

中央冷機（株） 10,000 －4002無法

管１
福岡県小郡市小郡７９３－５〒838-0141

稗田　光拓100122

TEL 0942-73-4141

立花建設（有） 20,000 －4002無法

土１と１舗１解１
福岡県小郡市小郡４０４－４〒838-0141

武井　保道100123

TEL 092-819-0043

西日本興業 －4001無個

と１解１
福岡県福岡市西区野方５－１８－１１〒819-0043

藤田　久夫100125

TEL 092-852-7000

（株）ハリマ 3,000 －4001有法

建１管１
福岡県福岡市早良区有田８－３－１３〒814-0033

張間　克芳100127

TEL 092-894-5230

（有）アキマサ工業 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市西区西の丘２－２５－７〒819-0046

中上　政則100128

TEL 093-201-3200

（有）マエダ空調 3,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡水巻町頃末北１ー６ー１２〒807-0022

前田　辰雄100133

TEL 0943-72-0555

（有）堤電設 5,000 －4002無法

電１管１
福岡県久留米市田主丸町秋成６３３－１３〒839-1203

堤　誠二100135

TEL 0942-26-7692

サンクス工業（有） 3,000 －4002無法

と１解１
福岡県久留米市安武町安武本８０－１〒830-0072

下田　浩郁100136

TEL 0944-62-2796

松尾組 －4003無個

土１建１と１
福岡県みやま市瀬高町大江１５８８－１〒835-0019

松尾　浩旨100139

TEL 0948-53-3003

松岡建設 －4010無個

土１建１と１
福岡県嘉麻市上山田３７７－２５〒821-0012

松岡　泰造100140

TEL 0948-25-1155

（株）ワークカンパニー 28,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市下三緒９７〒820-0012

倉智　玲子100141

TEL 0949-26-3644

（有）豊優建設 10,000 －4004無法

土１と１舗１し１解１
福岡県直方市大字感田１６９３ー１〒822-0001

上田　幸治100142

TEL 0979-82-6054

西村工務店 －4005無個

建１大１
福岡県豊前市大字塔田１１２ー１〒828-0052

西村　幸一100143
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TEL 0948-22-3425

（有）國丸組 16,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市舎利蔵２５１〒820-0087

國丸　玉恵100145

TEL 0930-52-2817

（株）松田組 40,000 －4005無法

土２建２と２石２舗２し２塗２防２水２解２
福岡県築上郡築上町大字下深野５０ー１〒829-0116

松田　秀美100147

TEL 092-951-0660

（有）Ｏ－ＰＡ 3,000 －4011無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県那珂川市五郎丸１－７２〒811-1252

福山　幸雄100150

TEL 092-591-8820

（有）白水建工 3,000 －4011有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県大野城市仲畑４－１０－５〒816-0921

白水　博志100151

TEL 092-589-4488

（株）清和住宅 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区諸岡３－９－９〒812-0894

和田　祐司100153

TEL 092-589-2301

（有）インテリアコガ 3,000 －4011無法

内１
福岡県春日市大字下白水８１－２〒816-0842

古賀　信彦100154

TEL 092-584-9039

（有）ニチコーＴＣ 3,000 －4001無法

土１と１塗１
福岡県福岡市南区弥永３－１９－９－２０１〒811-1323

築地　龍弥100155

TEL 092-406-0165

大成総合企画（株） 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡志免町志免２－７－１２〒811-2202

齊藤　靖100156

TEL 092-891-6523

（株）福装 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市西区上山門２－３－２５〒819-0054

福本　善隆100157

TEL 092-751-9601

岩崎建設（株） 50,000 －4001無法

土２建２大２と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県福岡市中央区西中洲１２－２５〒810-0002

岩崎　成敏100159

TEL 092-503-2956

（株）ジャパン 20,000 －4011無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県大野城市川久保３－２－２〒816-0905

高倉　節子100161

TEL 0949-25-1886

（有）宇野建築工房 3,000 －4004無法

建１
福岡県直方市大字上境１６３９ー１〒822-0006

宇野　和明100163

TEL 0942-43-1204

本村塗装店 －4002無個

塗１
福岡県久留米市高良内町１０４８－１－１〒839-0852

本村　和則100166



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

787頁

福岡県
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TEL 0943-75-3235

（有）天野緑化建設 3,000 －4002有法

土１舗１園１
福岡県うきは市吉井町富永２２５７－８３〒839-1333

天野　量介100167

TEL 0944-88-0605

（有）メイクハウス 3,000 －4003有法

土１建１
福岡県大川市大字向島２６１２－２〒831-0005

斉藤　秀光100168

TEL 0944-74-3788

縣南プラント工業 －4003無個

管１機１
福岡県柳川市久々原７５２－４〒832-0086

梅崎　常光100169

TEL 0943-22-2351

匠工房 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町山崎２５６５－８〒834-0081

伊藤　和也100172

TEL 092-525-2416

功史朗建設（株） 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区大宮２丁目６番１１号１Ｆ〒810-0013

山本　建太100173

TEL 093-692-1340

（株）オールワーク 3,000 －4008無法

土１建１
福岡県北九州市八幡西区則松６－１４－１７〒807-0831

池田　由香利100176

TEL 0930-42-2665

下田工務店 －4005無個

土１建１大１と１
福岡県京都郡みやこ町犀川木井馬場１６７１〒824-0243

下田　義信100179

TEL 092-588-2522

（有）旭 3,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県春日市紅葉ヶ丘東８－１６０－１〒816-0833

松田　松太郎100185

TEL 092-589-2882

（有）ウィン 5,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市つつじヶ丘４－１８－５〒816-0962

加藤　修三100187

TEL 092-892-8777

（株）高稲冷熱 20,000 －4001有法

建２と２屋２管１鋼２筋２板２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市西区姪の浜６－５－２０〒819-0002

高稻　柳太郎100189

TEL 092-503-3800

（株）ニシトク 10,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２８－６０〒812-0863

川口　悟100190

TEL 093-452-0181

（株）電通社 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区徳吉西１ー１１ー１６〒803-0278

西川　守一100191

TEL 093-692-3224

（有）シロヤマテック 4,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区本城３－８－２８〒807-0801

西田　篤史100192
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TEL 092-504-3161

ダン工業（有） 8,700 －4011無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県大野城市御笠川１－１５－７〒816-0912

谷口　哲郎100195

TEL 0943-22-2334

（有）早見建設 3,000 －4007無法

土１と１舗１し１水１
福岡県八女市立花町北山５１０２－２〒834-0085

早見　信子100201

TEL 0942-26-3955

（有）大善寺開発工業 10,000 －4002無法

井１
福岡県久留米市大善寺町夜明１０９０－３〒830-0074

蒲池　軍次100206

TEL 092-400-3227

（有）武富士建設 10,000 －4011有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１
福岡県大野城市筒井３－１６－７〒816-0931

古賀　浩美100210

TEL 092-588-7771

（株）ＩＤＣ 6,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区井尻４－２９－７〒811-1302

森　公康100212

TEL 092-751-8885

（株）アスト 50,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市中央区草香江２－７－１〒810-0045

岩永　政浩100213

TEL 092-513-0222

（株）Ｃｙｇｎｕｓ 10,000 －4011無法

建１大１と１石１タ１筋１塗１防１内１
福岡県大野城市乙金東２－２１－１〒816-0901

藤田　善隆100214

TEL 092-812-2720

（有）進藤興業 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市西区大字吉武３１８－５〒819-0036

進藤　誠100216

TEL 0944-53-7422

（株）東南建設 5,000 －4003無法

土１筋１
福岡県大牟田市大字上内１２４４－２〒837-0902

松永　豊100218

TEL 092-504-8390

エコアス（株） 10,000 －4001有法

土１建１と１管１し１塗１水１
福岡県福岡市博多区西月隈４－８－３２〒812-0857

大澤　清和100219

TEL 092-928-0842

（株）菜の実建築工房 10,000 －4011無法

建１
福岡県太宰府市朱雀１－５－３２〒818-0103

桑原　稔100220

TEL 093-771-3416

（有）北九メンテ・テクノ開発 3,000 －4008有法

土１建１と１屋１鋼１塗１内１通１解１
福岡県北九州市若松区本町１－６－３１〒808-0034

大久保　龍介100225

TEL 0943-42-0474

（株）富匠 10,000 －4007有法

建１
福岡県八女市黒木町本分９７４－１〒834-1213

平島　周100227
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TEL 092-571-1812

富永ユニット －4001無個

管１
福岡県福岡市博多区板付７－３－３９－９０１〒812-0888

富永　鉄夫100232

TEL 093-642-2020

山口建設工業（株） 50,000 －4008有法

土２建２大２と２石２鋼２筋２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県北九州市八幡西区夕原町６ー５〒807-0813

森　義大100234

TEL 0947-26-1103

　村建設 －4009無個

土１
福岡県田川郡糸田町１８４６－３９〒822-1300

　村　悟一100235

TEL 093-791-5602

吉山塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市若松区畠田２－１－１４〒808-0104

吉山　忠司100239

TEL 092-947-2584

（有）フジ電工 1,200 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲７２６－１５〒811-2413

籐　清美100241

TEL 092-939-2213

（有）赤池工務店 3,000 －4001無法

大１屋１タ１
福岡県糟屋郡粕屋町酒殿２－１８－８〒811-2303

赤池　早苗100243

TEL 092-413-0266

（株）ニューズ 5,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市博多区山王２－１４－３５〒812-0015

木村　政宏100244

TEL 092-586-6062

玄洋電機（株） 30,000 －4001無法

電１管１機１水１
福岡県福岡市博多区井相田１－９－４〒812-0881

秀島　拓夫100245

TEL 092-962-1108

（株）立花設備工業 10,000 －4001無法

管１水１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口１０６４〒811-0102

園田　和亀100250

TEL 092-885-1603

（有）バウハウス 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区姪浜駅南１－２－１０－１０１〒819-0006

水本　喜彰100256

TEL 0948-72-1567

飛松機工 －4010無個

土１建１と１
福岡県飯塚市大分９８２－９２〒820-0712

飛松　光男100258

TEL 0947-42-7735

（有）太田鉄工 3,000 －4009無法

鋼１
福岡県田川市大字位登１６１５〒826-0044

太田　良克100260

TEL 093-631-5445

（有）サンハイ 3,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区屋敷１ー８ー１３〒806-0006

日　　大輔100263
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TEL 0942-64-3926

（有）老木園 3,000 －4002無法

土１と１園１
福岡県久留米市三潴町田川１９８７－１〒830-0102

江上　尚紀100267

TEL 0943-72-4143

（有）プレイグランドプロジェクト 3,000 －4002無法

鋼１機１
福岡県久留米市田主丸町竹野１５６３〒839-1215

牛嶋　均100268

TEL 0943-73-1448

かっぱ土木 －4002有個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市田主丸町野田７３６〒839-1231

田中　文浩100271

TEL 0944-51-5072

野口設備 －4003無個

土１管１
福岡県大牟田市樋口町８－１１〒836-0055

野口　丈二100273

TEL 092-593-3927

（有）エーメタル 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市博多区板付６－８－５〒812-0888

阿志賀　公雄100279

TEL 093-881-3333

第一警備保障（株） 50,000 －4008有法

電１消１
福岡県北九州市戸畑区川代２ー１ー２〒804-0071

宮原　和貴100287

TEL 0944-86-2523

（有）村尾 3,000 －4003有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県大川市大字三丸１２３３〒831-0026

村尾　秀樹100292

TEL 0944-55-6068

村上設備 －4003無個

管１
福岡県大牟田市諏訪町３－６９－２〒836-0051

村上　豊100294

TEL 092-806-6396

（有）ＹＫスピリッツ 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区横浜１－１３－１〒819-0166

山本　道隆100295

TEL 093-481-3003

（有）中栄建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区大字伊川１３７４ー１〒800-0101

松原　巖100299

TEL 093-651-9482

金山産業 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡東区槻田２ー３ー５〒805-0031

金山　勇100300

TEL 0948-22-0927

（有）髙﨑クレーン 5,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市蓮台寺１０４２〒820-0048

髙﨑　英徳100302

TEL 092-953-0160

ワタナベ建装（有） 5,000 －4011無法

建１管１内１
福岡県那珂川市片縄西４－１１－１２〒811-1202

渡邉　能保留100306
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TEL 092-325-3475

（有）スエナガ 3,000 －4001無法

と１
福岡県糸島市二丈深江１７０２－３０〒819-1601

末永　信行100307

TEL 092-691-1044

東京メカトロサービス（株） 25,000 －4001無法

電１機１
福岡県福岡市東区土井４－７－８〒813-0032

西田　哲之介100310

TEL 0940-51-7880

（有）ＣＥテック 3,000 －4008無法

土１
福岡県福津市宮司４－１９－１４－１０１〒811-3305

田中　秀明100311

TEL 0943-25-6613

（有）喜水 5,000 －4007無法

土１建１と１舗１
福岡県八女市稲富６０１－５〒834-0047

石橋　一美100313

TEL 093-561-1700

（株）光成 40,000 －4008無法

土１大１と１石１管１タ１鋼１筋１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉北区西港町９１－１２〒803-0801

加藤　眞浩100316

TEL 0947-26-5040

良建 －4009無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県田川郡糸田町３７５７番地〒822-1300

山口　良太100321

TEL 0949-29-6022

（有）九州アルミ工業 3,000 －4004無法

建１鋼１
福岡県直方市大字上頓野４９４０－１４〒822-0003

竹内　淳100322

TEL 092-924-3818

（有）松田造園土木 3,000 －4011有法

土１園１
福岡県太宰府市大字内山９１０－１〒818-0115

松田　逸宏100325

TEL 0942-78-4442

セデックス開発（株） 10,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市北野町高良３１３－５〒830-1114

緒方　瓔子100326

TEL 09496-2-0595

（有）幸栄 3,000 －4004無法

管１
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳１６３０－１〒820-1101

秋吉　博之100330

TEL 0949-24-6150

（株）創信 10,000 －4004無法

土１建１と１管１舗１し１解１
福岡県直方市大字下新入２６０５〒822-0032

川原　美千代100331

TEL 0947-46-1830

西村塗装工業 －4009無個

建１塗１
福岡県田川市大字糒２３０３ー２６〒825-0005

西村　秀紀100332

TEL 0947-42-8270

（有）九州技工 3,000 －4009無法

と１
福岡県田川市桜町１４ー３３〒826-0021

佐藤　隆則100333
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TEL 0947-72-6778

（有）林開発 3,000 －4009無法

建１屋１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１８６４ー３〒827-0003

林　一也100334

TEL 093-980-1134

藤防蝕工事 －4008無個

と１鋼１塗１
福岡県北九州市八幡西区春日台３－１１－１０〒807-0844

藤　彰100337

TEL 093-202-8132

（有）秀栄土木 3,000 －4008無法

土１と１管１舗１し１水１
福岡県遠賀郡水巻町二西４ー５ー１１〒807-0055

井手　ひとみ100338

TEL 093-961-2373

（有）トーアホーム 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉南区志井１ー１７ー５〒802-0985

甲斐　昭博100339

TEL 093-921-3598

（有）土谷建具 3,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市小倉北区熊本３ー８ー１〒802-0044

土谷　政生100340

TEL 093-244-9818

太泉工業 －4008無個

と１
福岡県中間市小田ケ浦１－５－１〒809-0031

泉　裕治100342

TEL 093-234-3939

文明電工 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区清納１－１－３３〒806-0013

吉田　文明100343

TEL 093-591-2711

（株）オフィスソリューションズ北九州 10,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市小倉北区日明３－６－２０〒803-0331

木下　健治100345

TEL 093-871-0575

（有）リペアライト 3,000 －4008無法

建１左１と１鋼１塗１防１
福岡県北九州市戸畑区浅生３－４－２５－１０２〒804-0062

光田　実100346

TEL 093-451-3372

榎本工務店 －4008無個

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉南区高野４ー１６ー８〒803-0275

榎本　龍一100347

TEL 093-964-0417

（有）オダ設備工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区石田南２ー７ー３〒802-0836

小田　剛100350

TEL 093-881-0311

（株）キジマ 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市戸畑区土取町１２－１２〒804-0014

木島　忠司100351

TEL 092-874-6201

（株）ジェイーネットシステム 20,000 －4001有法

土２と２石２電２鋼２舗２し２塗２通１水２
福岡県福岡市早良区田村３－２２－１５〒814-0175

島崎　幹夫100353
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TEL 0943-22-6022

（有）野中塗装店 5,000 －4007無法

塗１防１
福岡県八女市納楚２７２－１〒834-0004

野中　浩100356

TEL 0942-53-5599

（有）内藤建設 10,000 －4007無法

土１と１石１管１舗１し１園１水１
福岡県筑後市大字蔵数４８９－１〒833-0054

内藤　宏昭100357

TEL 0948-23-3623

（有）月俣産業 3,000 －4010有法

土１と１舗１水１
福岡県飯塚市津原７１－２〒820-0086

月俣　秀和100360

TEL 0947-42-0947

（有）ハセガワ舗道 3,000 －4009無法

土１と１舗１
福岡県田川市大字伊加利８６ー１〒825-0001

長谷川　祐二100361

TEL 092-481-8521

（株）成将 45,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市博多区半道橋１－１３－２４〒812-0897

松島　靖昭100362

TEL 092-408-1492

（有）ビーレックス 5,000 －4011無法

建１と１内１
福岡県那珂川市中原４－３８〒815-0032

吉次　隆志100363

TEL 092-564-2231

（有）福岡デクタ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区桧原５－１１－３〒811-1355

徳田　裕美100364

TEL 0947-26-3447

（有）安方建設 3,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡糸田町３３８８ー２〒822-1318

安方　辰男100367

TEL 0947-22-9002

相川商店 －4009有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町神崎１５３３－３２５〒822-1202

相川　マリ100368

TEL 092-591-7306

（有）ＴＭｗｏｒｋｓ 5,000 －4011無法

鋼１
福岡県大野城市仲畑２－６－１２〒816-0921

志萱　雄吉100369

TEL 092-588-3335

（有）ジョーケン 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区井尻１－２４－１７〒811-1302

牛嶋　忠幸100371

TEL 092-761-4060

九電不動産（株） 32,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８〒810-0022

平野　俊明100375

TEL 092-477-5444

フクシン電工（株） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区半道橋１－１２－１５〒812-0897

神　　武100376
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TEL 092-804-8413

（有）馬込工業 3,000 －4001無法

左１タ１
福岡県福岡市早良区内野６－１２－１６〒811-1123

馬込　健一郎100380

TEL 0947-26-0085

泌泉建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡糸田町１３３５〒822-1300

山﨑　春男100384

TEL 0942-27-4601

（有）津留建設 5,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市大善寺町宮本１４７６－６〒830-0073

津留　巌100386

TEL 0942-41-9058

（株）ケイ・ディー・エフ 10,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市御井旗崎２－２４－１７〒839-0841

稲益　和幸100387

TEL 0944-56-5444

（有）黒山鉄工 3,000 －4003無法

と１管１機１
福岡県大牟田市健老町４２４－２〒836-0011

黒山　晶伸100388

TEL 0943-24-3462

松門建築 －4007無個

土１建１
福岡県八女市忠見１０９９－１〒834-0014

松門　徳明100389

TEL 0944-62-4847

武松建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町下庄７５１－２〒835-0024

武松　本紀100390

TEL 0943-42-1810

＜Ｋ＞新考ホーム －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町本分２６１－１〒834-1213

鹿子生　守100392

TEL 0948-21-6607

（有）西日本総建 5,000 －4010無法

と１鋼１
福岡県飯塚市鶴三緒１１６５〒820-0014

末次　和也100396

TEL 092-471-0808

（有）シールド 3,000 －4001無法

大１タ１塗１防１
福岡県福岡市博多区住吉４－３０－９〒812-0018

片山　蜜子100397

TEL 092-555-7865

（有）アートライフ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区皿山３－１－４－１〒811-1365

瀧口　勝100398

TEL 092-781-3061

九電産業（株） 117,700 －4001有法

と２電２管２鋼２塗２機１消１解２
福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２〒810-0004

薬真寺　偉臣100402

TEL 093-283-3941

（有）西友管工 3,000 －4008有法

と１電１管１鋼１消１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚５０４－１〒811-4213

武田　巧100407
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TEL 092-721-4678

宮川建設（株） 80,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県福岡市中央区那の津３－１５－３〒810-0071

宮川　土成100411

TEL 093-202-5345

（有）藤崎塗装 3,000 －4008無法

塗１防１内１
福岡県遠賀郡水巻町吉田東５ー１０ー２２〒807-0045

藤崎　裕志100413

TEL 0947-45-5902

平石建設 －4009無個

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川市大字夏吉１６２７－２〒825-0004

平石　隆二100418

TEL 092-737-7675

（有）空間デザイン事務所 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市中央区今川１－２４－１１－３０２〒810-0054

山﨑　信博100419

TEL 092-473-1481

大和技建（株） 75,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市博多区上牟田２－１２－１〒812-0006

肱黒　秀樹100420

TEL 092-477-6333

三和エステート（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南１－６－９〒812-0016

石井　清悟100421

TEL 0948-65-3370

（有）北原興業 10,000 －4010無法

土１大１と１鋼１舗１水１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字寿命１７８ー３〒820-0603

北原　誠二100437

TEL 0947-46-0343

（株）タテイシ建設 40,000 －4009無法

土１建２大２と２タ２鋼２塗２防２内２解２
福岡県田川市大字川宮８８４ー３〒826-0042

田尻　康憲100441

TEL 0947-32-6895

小川工務店 －4009無個

土１建１と１管１水１
福岡県田川郡香春町大字中津原１２４５ー６〒822-1405

小川　政昭100442

TEL 0930-42-0167

朝日物産（株） 13,000 －4005有法

土１管１舗１
福岡県京都郡みやこ町犀川本庄２１８〒824-0231

牧野　幸治100443

TEL 0944-76-4245

（株）ゴトウ電設 10,000 －4003無法

電１通１消１
福岡県柳川市大和町皿垣開２５０１〒839-0261

後藤　和彦100445

TEL 092-564-3338

（株）クリエイト・ライフ 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区桧原２－６４－１１〒811-1355

清家　美紀100453

TEL 092-932-5586

ハヤシ設備 －4001無個

管１水１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５－１－１２〒811-2126

林　義勝100454
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TEL 092-804-0937

（有）大創 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市早良区早良４－３３－２９〒811-1122

大山　健吾100458

TEL 092-521-0211

（株）九州エース電研 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市中央区薬院４－２－３〒810-0022

山田　久雄100461

TEL 0949-32-2357

池上組 －4004有個

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県宮若市鶴田２１２５－１４〒823-0002

池上　利美100463

TEL 0947-22-0090

（有）中喜工務店 5,000 －4009無法

土１建１大１と１管１鋼１舗１塗１内１水１解１
福岡県田川郡福智町金田１１２１－１〒822-1201

中村　博幸100465

TEL 092-555-7023

（有）スチール工房 3,000 －4001無法

鋼１板１具１消１
福岡県福岡市南区三宅３－７－２４〒811-1344

安藤　誠治100467

TEL 092-573-4181

（有）テックス 3,000 －4011無法

塗１防１
福岡県春日市須玖北２－１４６－１〒816-0864

宮山　忠信100468

TEL 092-603-0892

栗田技建 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区西戸崎５－１８－３６〒811-0321

栗田　芳夫100469

TEL 092-885-0785

（有）東島技工 3,000 －4001無法

左１タ１
福岡県福岡市西区上山門２－３－２７〒819-0054

東島　照美100471

TEL 092-771-6131

中村建設（株） 90,000 －4001有法

建２と２解２
福岡県福岡市中央区笹丘１－３２－９〒810-0034

山下　隆吉100472

TEL 092-836-5800

（株）ＯＺ工務店 32,300 －4001有法

建２
福岡県福岡市城南区茶山４－３－３６〒814-0111

小川　和敏100474

TEL 093-621-4716

（株）いしかわエンジニアリング 10,000 －4008有法

管１塗１機１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石１－２〒806-0004

中島　秀司100476

TEL 092-408-4308

（株）進明テクノ 3,000 －4011無法

と１解１
福岡県太宰府市大字北谷８６８－１７－１Ｆ〒818-0114

谷　真由美100477

TEL 092-928-1599

（株）脇山組 10,000 －4011無法

左１
福岡県筑紫野市上古賀１－２０－５〒818-0041

脇山　和太利100480



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

797頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0943-24-2054

松本建設 －4007無個

建１
福岡県八女市龍ケ原１２９－３〒834-0067

松本　隆100484

TEL 0942-43-3320

白谷建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市高良内町２９０２〒839-0852

白谷　健一郎100485

TEL 093-472-3032

下村工業（有） 3,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区朽網西２ー１６ー１〒800-0233

下村　和彦100487

TEL 0942-47-1176

（有）倉員建設 5,000 －4002無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県久留米市善導寺町飯田３３８－４〒839-0824

倉員　広美100489

TEL 0942-65-5103

（有）大河開発 20,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県久留米市安武町武島６９６－８〒830-0071

平田　正明100491

TEL 0942-44-2677

ＢＩＧ　ＷＯＯＤ －4002無個

建１塗１
福岡県久留米市青峰２－１１－１０〒839-0853

有田　博100492

TEL 0942-34-2207

（株）元創 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市長門石１－１１－３〒830-0027

酒見　民子100493

TEL 092-871-3527

（有）安河内設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区野芥５－１５－１４〒814-0171

安河内　正治100496

TEL 092-834-2774

（有）西里塗装店 3,000 －4001有法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市早良区梅林７－１－２０〒814-0172

西里　義男100498

TEL 092-833-6966

（有）フライデザインコーポレーション 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市早良区百道浜４－３１－１－３０７〒814-0001

川上　幸浩100499

TEL 093-481-6661

（株）タイヨウ 20,000 －4008有法

機２
福岡県北九州市門司区新門司北１ー５ー１０〒800-0113

水島　順一100507

TEL 092-621-5400

（株）エスケイ 10,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市博多区月隈１－１０－１８〒812-0858

坂本　尚紀100512

TEL 0940-36-2977

（有）ティ・ユー・ディ 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県宗像市東郷３－３－６〒811-3436

伊藤　康子100513



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

798頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-575-0673

ケイオーコーポレーション（有） 3,000 －4011有法

建１
福岡県春日市小倉５－１７－１〒816-0824

大坪　克典100514

TEL 092-932-3852

日研樹脂化工（株） 98,000 －4001有法

機１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１３８７－１〒811-2114

津田　浩司100518

TEL 092-574-1254

（株）九州オーデン 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区弥永２－１１－６〒811-1323

百家　剛100520

TEL 092-433-4555

（株）福幸技研 5,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区板付１－１１－３３〒812-0888

岩倉　大100525

TEL 0943-23-5465

立野和男建設 －4007無個

土１建１
福岡県八女市川犬１０９２－２〒834-0053

立野　和男100527

TEL 092-981-3964

（株）不二電気 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区野芥４－２０－５－２０５〒814-0171

寺田　篤彦100531

TEL 0944-73-4369

（有）セイコー綜合企画 3,000 －4003有法

土１建１
福岡県柳川市三橋町正行３３６－１〒832-0828

橋本　幸人100533

TEL 0942-45-2511

（株）太陽住設 10,000 －4002無法

土１と１管１鋼１
福岡県久留米市高良内町２６２４－８〒839-0852

山田　珠輝100535

TEL 0943-75-3021

末次トーヨー住器（株） 10,000 －4002無法

具１
福岡県うきは市吉井町千年４１〒839-1304

末次　信一100536

TEL 093-642-3323

武巳建設（株） 50,000 －4008無法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区樋口町３ー６〒806-0048

古野　武美100537

TEL 092-682-5888

（株）サンシャイン九州本部 10,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市東区下原１－２０－４６〒813-0002

大石　興基100539

TEL 092-502-6273

（有）信栄技建 5,000 －4011無法

建１内１
福岡県春日市紅葉ヶ丘東１０－１２３－１〒816-0833

吉弘　信幸100544

TEL 092-565-1584

（株）宗像三和 10,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市南区向新町２－８－４０〒811-1345

用松　正敏100545



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

799頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-436-9939

（株）ビンド 60,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区豊１－８－２０〒812-0042

財津　重美100547

TEL 0944-56-7251

（有）セナホーム 3,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市大字櫟野２９９９－１〒836-0893

永岡　勝彦100551

TEL 093-603-0233

（有）薮内工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区折尾２－９－２２〒807-0825

薮内　研吾100553

TEL 093-571-7311

東宝住宅（株） 46,200 －4008有法

建２
福岡県北九州市小倉北区下到津４ー９ー２〒803-0846

東　憲和100554

TEL 093-772-2900

（株）総合福祉緑化園 10,000 －4008有法

園１
福岡県北九州市若松区大字畠田９３３－３〒808-0104

大迫　乃介100555

TEL 093-582-1164

（株）東洋ビルド 30,000 －4008無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県北九州市小倉北区中井口１０ー９〒803-0837

次森　孝幸100556

TEL 093-701-0622

村田電気商会 －4008無個

電１
福岡県北九州市若松区赤島町４－２１〒808-0073

村田　政明100559

TEL 092-558-1225

（株）コムエステート 20,000 －4011有法

建１と１
福岡県大野城市御笠川４－１１－１９オフィスパレア御笠川　６〒816-0912

田脇　紀文100562

TEL 092-682-5758

（有）今村空調 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区松崎２－２－１１〒813-0035

今村　淳100563

TEL 092-332-8334

（有）ロング 3,000 －4001無法

筋１
福岡県糸島市波多江駅北１－６－１〒819-1107

長町　敏昭100565

TEL 0947-26-3822

　生建設 －4009無個

土１
福岡県田川郡糸田町１０３１〒822-1325

　生　広美100568

TEL 0979-84-0855

（有）エスアールシステム 3,000 －4005無法

土１と１舗１塗１水１解１
福岡県豊前市大字小石原１５４－１〒828-0044

髙野　敏治100569

TEL 092-555-2642

キュウトク・トレーディング（有） 4,000 －4001有法

と１電１
福岡県福岡市南区筑紫丘１－２３－７－２０４〒815-0036

深田　幸治100572



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

800頁

福岡県
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TEL 0944-72-9352

（有）金子工務店 3,500 －4003無法

土１建１と１屋１タ１舗１し１塗１内１水１
福岡県柳川市西浜武７７－１〒832-0081

金子　知史100574

TEL 0942-22-3991

（有）ＮＴＳデザイン 5,000 －4002有法

内１
福岡県久留米市上津町２２０３－３５４〒830-0052

中村　博100575

TEL 0949-24-5252

Ｉ・Ｋ（株） 69,650 －4004無法

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県直方市大字山部８１０－４０〒822-0034

岩尾　一星100576

TEL 0947-73-4335

（有）新生工業 6,000 －4009無法

土１建１と１舗１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２２６６－１〒827-0003

政時　裕次郎100577

TEL 092-822-3103

（株）タイキ 30,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市早良区西新１－１０－２７〒814-0002

黒石　哲100579

TEL 093-882-8257

（有）インテリアヤスナガ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市戸畑区西大谷２ー９ー１５ー３０５〒804-0032

安永　武100580

TEL 093-751-3614

（有）若松緑化センター 3,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市若松区山手町３－７〒808-0036

日吉　知二郎100582

TEL 093-953-9931

（有）慶成建設 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区弁天町弁天町８－１１－１〒803-0856

石迫　富士夫100583

TEL 093-616-9872

松宏工業 －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡西区春日台６－９－１３〒807-0844

松川　覚100584

TEL 093-661-3925

（有）藤井工業 5,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡東区宮田町３ー４〒805-0009

藤井　洋市100585

TEL 092-541-5255

古賀緑地建設（株） 20,000 －4001有法

土２と２舗２園２
福岡県福岡市南区塩原４－２２－３〒815-0035

古賀　正100589

TEL 092-852-8750

（有）瑞希美建 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区小田部４－１１－５コモダビル１０６〒814-0032

帆足　和洋100590

TEL 092-623-2700

（有）フィンテック 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区多の津１－５－６〒813-0034

中原　均100592



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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福岡県
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TEL 0948-23-9911

（有）大紋 5,000 －4010無法

土１と１
福岡県飯塚市相田３７８－３〒820-0052

森田　紀代子100593

TEL 0944-55-1300

（有）ミツトモ電工 30,000 －4003無法

電２通１消１
福岡県大牟田市西浜田町１４－１５〒836-0027

廣木　国章100596

TEL 0949-26-2634

カネタカ保温 －4004無個

絶１
福岡県直方市大字上頓野２１７３－１〒822-0003

金高　輝幸100601

TEL 0947-62-2650

勇綺建設 －4009無個

土１建１と１
福岡県田川郡赤村大字赤４３３３－１〒824-0431

鈴本　勇100602

TEL 0947-22-6690

八代水道設備 －4009無個

管１水１
福岡県田川郡福智町金田２８０－５〒822-1201

八代　司100603

TEL 0930-25-1219

（有）木戸設備 3,000 －4005無法

管１
福岡県行橋市大字入覚２６５１－２〒824-0077

木戸　和昭100605

TEL 0943-24-4780

鍋島建設（有） 3,000 －4007無法

土１建１大１と１内１
福岡県八女市平田３４０－３〒834-0003

鍋島　博行100610

TEL 0943-22-4873

牛島工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市国武５３２－２〒834-0046

牛島　公伸100611

TEL 093-481-1586

（株）金田商店 30,000 －4008有法

解１
福岡県北九州市門司区新門司３－６７－７〒800-0115

金田　基義100613

TEL 093-201-4556

良工業 －4008無個

管１機１
福岡県遠賀郡水巻町二西２ー２ー５〒807-0055

田中　良一100615

TEL 093-701-2286

花田建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区大字二島８９ー２０〒808-0103

花田　良博100616

TEL 092-707-4035

（株）アルファ・ワークス 3,000 －4001無法

建１塗１内１
福岡県福岡市西区拾六町２－４－２－１〒819-0014

坂野　太一100618

TEL 093-475-7263

（株）サンテック 3,500 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区貫弥生が丘２ー１２ー２５〒800-0234

山下　末男100626
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TEL 092-883-9495

（有）インプット電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区野方６－１２－３１〒819-0043

野村　康仙100628

TEL 0942-77-4682

（株）木村特殊工業 10,000 －4002無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１板１塗１防１内１具１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２３１５－６８〒830-1221

木村　光次100630

TEL 093-742-8200

（有）松浦組 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市若松区高須南１－２－１２２〒808-0145

松浦　正始100631

TEL 092-936-3910

福岡都市開発（株） 3,000 －4001有法

と１園１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵３４６－１０４〒811-2113

北方　紀史100633

TEL 092-503-1151

（有）テツモリ建設工業 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市博多区浦田２－２－１０〒812-0861

坂本　哲也100634

TEL 092-864-1777

（有）日本建装 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区梅林４－２－８〒814-0144

山口　義康100635

TEL 0944-22-5535

（株）永江組 30,000 －4003無法

土２と２管１舗２し２水２解２
福岡県みやま市高田町江浦２８８－１〒839-0213

永江　壽浩100637

TEL 092-673-6721

（有）ケント 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区千早３－１－２３－８０３〒813-0042

荒木　利信100645

TEL 0948-29-3204

（有）種村産業 5,000 －4010無法

土１と１
福岡県飯塚市忠隈３６－２６〒820-0071

種村　浩100646

TEL 0947-26-1385

誠工 －4009無個

管１
福岡県田川郡糸田町３８１－８－２０１〒822-1300

村上　誠吾100648

TEL 093-682-1141

（有）北九建装 3,000 －4008有法

建１塗１
福岡県北九州市八幡東区中央２－１４－１０〒805-0019

西脇　健一100652

TEL 093-483-2553

（有）矢野機工 3,000 －4008無法

と１電１鋼１
福岡県北九州市門司区新門司３－１１〒800-0115

矢野　剛100654

TEL 093-391-0350

（有）田中建設 3,000 －4008無法

土１管１舗１水１
福岡県北九州市門司区大里東４ー１ー１１〒800-0022

田中　忠男100656
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TEL 093-642-2211

（有）善明産業 3,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区竹末１ー６ー２５〒806-0045

善明　正彦100657

TEL 092-593-4981

フジ建設工業 －4011無個

建１
福岡県春日市白水ヶ丘４－３６〒816-0845

藤崎　隆太100660

TEL 092-804-5590

（有）廣工業 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市早良区内野３－３７４－２６〒811-1123

中園　正明100661

TEL 092-805-7666

ケイズ・エンジニアリング（株） 19,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市西区今津字津本５４１３－１３〒819-0165

夏井　実良100663

TEL 093-771-2227

（株）岡島電気 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市若松区桜町３ー２３〒808-0026

岡島　晃次100664

TEL 092-566-4314

（有）クリーン・アップ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区桧原５－１７－２９〒811-1355

石垣　喬雄100668

TEL 092-503-9236

（有）ワンライト 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市博多区月隈３－３３－９〒812-0858

嶋本　一明100669

TEL 093-967-2230

（株）フォワードマイニング 10,000 －4008無法

土１建１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区大字市丸３９９－１０〒803-0183

竹川　均100670

TEL 0944-53-5181

（株）コモ・サン建物 3,500 －4003有法

建１
福岡県大牟田市大字草木８００－５〒837-0917

菰原　シヅカ100673

TEL 092-806-5696

德武総業 －4001無個

防１
福岡県福岡市西区大字飯氏２６７－１〒819-0371

德永　武男100678

TEL 0947-82-3330

井田住建 －4009無個

大１
福岡県田川郡添田町大字野田１９８２ー７〒824-0604

井田　弘二100680

TEL 0947-42-5580

オオイシホーム －4009無個

建１
福岡県田川市大字糒５０９ー６〒825-0005

大石　力100681

TEL 0930-55-2656

（有）晃洋技研 5,000 －4005無法

機１
福岡県行橋市西宮市１－１１－２３〒824-0031

下門　達也100682
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TEL 092-557-1090

（株）ナミカワ工房 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区塩原３－３－１１〒815-0032

並河　成治100683

TEL 092-624-4563

（有）井手板金建装社 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市東区多の津５－４１－８〒813-0034

井手　浩一郎100684

TEL 093-967-7900

（株）久起 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区東港１－１－１４－１Ｆ〒803-0802

佐藤　大介100686

TEL 0942-26-2740

松尾建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市大善寺町夜明４３４－１〒830-0074

松尾　謙一郎100688

TEL 0949-43-2710

福井建設 －4004無個

建１大１と１
福岡県鞍手郡鞍手町大字室木１０７３－２〒807-1307

福井　伸好100691

TEL 092-516-8572

（株）グレボーリング 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区今宿東３－１９－３８〒819-0161

小田　卓司100697

TEL 092-580-9851
）
ジェイビーエッチ・インターナショナル（株 10,000 －4011無法

土１建１
福岡県大野城市御笠川２－４－１７〒816-0912

北村　實100701

TEL 092-483-0115

（有）パシュ福岡 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－２５〒812-0013

右戸口　訓100708

TEL 092-843-5040

（有）金子建設 5,000 －4001無法

土１大１と１石１鋼１舗１塗１水１
福岡県福岡市早良区昭代１－３－６〒814-0012

金子　浩臣100709

TEL 092-946-3185

（有）シンコー産業 3,000 －4001無法

内１
福岡県古賀市薦野１４０３－１〒811-3122

田中　伸幸100710

TEL 0949-32-0264

笠松綜建（有） 7,000 －4004無法

土１建１
福岡県宮若市上有木７９－３〒823-0015

神谷　喜久雄100712

TEL 0947-28-5748

（有）栄和建設 3,000 －4009無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡福智町赤池５１０－１０７〒822-1101

小松　勝利100713

TEL 0943-75-3836

若宮建設 －4002無個

建１屋１塗１防１解１
福岡県うきは市吉井町清瀬５７１－１〒839-1312

佐藤　恭一100714
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TEL 093-693-9271

（株）岡商 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区本城東１ー１４ー４３〒807-0815

長田　昌輝100716

TEL 093-601-1414

山田畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区則松４ー１０ー４〒807-0831

山田　武弘100718

TEL 093-245-5775

（有）森下組 5,000 －4008無法

土１建１
福岡県中間市中鶴１ー１１ー１〒809-0037

森下　正樹100720

TEL 093-236-5555

（有）キムラ設備工業 3,000 －4008無法

管１消１
福岡県北九州市小倉北区井堀４－６－２３〒803-0835

木村　俊男100722

TEL 092-523-2688

（有）インテリアコニシ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区大楠３－２４－１０－１０１〒815-0082

小西　英樹100724

TEL 092-932-7587

（有）町川仮設工業 3,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木４７７－３８〒811-2112

町川　朋也100725

TEL 092-938-1462

古川建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡粕屋町原町３－２－３〒811-2307

古川　徳昭100726

TEL 0948-82-1868

（有）Ｔ・Ｓ・Ｅ 3,000 －4010有法

機１
福岡県飯塚市有安９５８－２３〒820-0111

塩見　孝則100727

TEL 0948-24-1477

（有）インテリアフジタ 3,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市川津９５－１９０〒820-0067

藤田　優100728

TEL 0948-29-0019

浦中組（有） 3,000 －4010無法

と１鋼１
福岡県飯塚市小正７３５－２〒820-0089

浦中　潤100729

TEL 0949-35-6342

（有）クラフト 3,000 －4004有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１解１
福岡県直方市大字畑３００－３〒822-0004

皆川　尚剛100731

TEL 092-410-3023

（有）森山 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区土井１－１４－４－１〒813-0032

森山　謙治100732

TEL 092-581-5643

（有）西川建設 3,000 －4011無法

大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県大野城市仲畑１－１２－２４〒816-0921

西川　正記100737
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TEL 0946-22-3531

（有）林田建設 3,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市福光１０８－７〒838-0037

林田　龍義100739

TEL 0946-25-1829

田尻建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市秋月６４９－１〒838-0001

田尻　憲敏100741

TEL 0942-44-7956

（有）ＳＴ工業 3,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県久留米市青峰１－９－７〒839-0853

小川　譲治100742

TEL 092-662-2972

有働建設 －4001有個

建１
福岡県福岡市東区多々良２－１２－２２－４０５〒813-0033

有働　利明100743

TEL 0947-84-2041

（有）氏本組 3,000 －4009無法

土１
福岡県田川郡添田町大字津野１７７６〒824-0411

氏本　万千子100747

TEL 0949-52-6101

（有）九州通信工業 5,000 －4004無法

土１と１鋼１
福岡県直方市大字植木１０４５〒822-0031

松尾　輝和100748

TEL 0947-32-8510

（株）永田興業 10,000 －4009有法

土１建１と１鋼１舗１水１
福岡県田川郡香春町大字鏡山４１０〒822-1402

永田　太一100749

TEL 093-435-5280

（株）大起工業 10,000 －4005無法

機１
福岡県京都郡苅田町富久町２－２－１０〒800-0352

荒木　政幸100750

TEL 092-624-4911

（有）エスワン 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区多の津２－６－４〒813-0034

島岡　季也100751

TEL 092-554-5188

ＭＴデザイン（株） 10,000 －4001無法

土１と１園１
福岡県福岡市南区和田４－４－３〒811-1343

木村　洋祐100753

TEL 092-807-3699

（有）久保設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区今宿青木４６１－４〒819-0162

久保　正義100754

TEL 093-452-2992

（有）イマムラ設備 5,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区大字志井１３７８ー１〒802-0985

樋本　高二100755

TEL 093-555-1154

（有）みやざき 3,000 －4008無法

土１建１と１舗１塗１防１解１
福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉２３２－５〒811-4205

宮﨑　栄三100757
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TEL 0942-26-2888

安德鉄筋工業（有） 3,000 －4002無法

筋１
福岡県久留米市安武町住吉４８３－３３〒830-0078

安德　隆二100759

TEL 0944-73-7550

（有）木原工務店 3,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１解１
福岡県柳川市間９９〒832-0088

星川　治輔100761

TEL 092-923-8027

伸建築 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市塔原南３－１２－１〒818-0074

長野　善伸100762

TEL 0948-57-0880

（有）福コーポレーション 5,000 －4010無法

土１と１舗１し１解１
福岡県嘉麻市嘉穂才田１６５２－１〒820-0336

藤中　孝幸100765

TEL 0948-92-0588

（株）東生 10,000 －4010無法

管１機１
福岡県飯塚市勢田３７５〒820-1111

大塚　徳生100766

TEL 092-862-7090

河野シーリング －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区有田８－１５－８〒814-0033

河野　実100768

TEL 092-934-1997

（有）サンケイ装業 3,000 －4001無法

塗１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷２７６－５〒811-2115

菊井　秀隆100771

TEL 092-804-7005

（株）後藤タイル商会 10,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市早良区内野３－１０－２８〒811-1123

後藤　茂光100774

TEL 092-873-4477

クローバー技建（株） 10,000 －4001有法

建１大１左１と１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市早良区野芥５－３８－２８〒814-0171

平川　邦彦100777

TEL 0942-43-1979

（有）詩織住建 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市合川町１１５６〒839-0861

小犬丸　澄子100778

TEL 092-871-0711

（有）筒井工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区東油山５－２３－９〒814-0155

筒井　更治100779

TEL 0942-78-5532

福岡電気工事 －4002有個

電１
福岡県久留米市北野町金島３４〒830-1103

馬場　佐年100782

TEL 092-541-2651

（株）山元建築金物店 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市南区塩原３－１－３２〒815-0032

山元　昌幸100783
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808頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-592-7777

（株）泰成 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１機１水１解１
福岡県北九州市小倉北区日明２ー４ー２〒803-0831

飯野　美惠子100790

TEL 093-244-6621

川口造園 －4008無個

土１園１
福岡県中間市通谷３－１２－１８〒809-0018

川口　泰浩100793

TEL 093-391-8418

（有）森川建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区二夕松町７ー２１〒800-0002

森川　正和100794

TEL 093-963-5520

（有）三島組 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉南区城野４ー４ー３２〒802-0802

三島　耕治100795

TEL 093-201-5600

（有）ティージーエス 3,000 －4008無法

ガ１
福岡県遠賀郡水巻町古賀２－３－１４〒807-0012

奥野　賢一100796

TEL 093-642-3389

梶栗設備（株） 1,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市八幡西区穴生１－６－３１〒806-0049

梶栗　純夫100797

TEL 093-282-7572

（有）イクタカ工業 3,000 －4008有法

土１建１と１管１鋼１筋１舗１板１機１水１
福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切字三牟田４－３〒811-4222

髙橋　裕介100798

TEL 093-642-3887

（有）八幡ペイントサービス 10,000 －4008無法

建１塗１内１
福岡県北九州市八幡西区南八千代町１１－９〒806-0024

甲斐　秀蔵100800

TEL 0949-32-5006

山本住設 －4004無個

管１
福岡県宮若市鶴田１７０１〒823-0002

山本　剛志100804

TEL 0949-23-4363

（株）ゆうじ設計 10,000 －4004有法

建１
福岡県直方市大字上新入２０３５－８〒822-0033

引地　勇二100805

TEL 092-806-7727

（有）西山建設 4,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市西区今宿駅前１－１７－７－１０７〒819-0168

西山　寛100807

TEL 092-943-3283

カワラ内装 －4001無個

内１
福岡県古賀市花鶴丘１－９－１６－２０６〒811-3104

川良　道則100808

TEL 092-565-7542

博新技研 －4001無個

絶１
福岡県福岡市南区柏原４－１２－５０〒811-1353

増　隆明100809



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

809頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-611-0217

サニー電機工業（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市東区松田３－１８－１４〒812-0064

岩本　満100811

TEL 093-691-1766

（有）慶成建設工業 5,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区藤原３ー１１ー１５〒807-0873

金山　宗弘100814

TEL 0944-67-0653

益永組 －4003無個

土１と１し１水１
福岡県みやま市山川町原町１９３－１〒835-0115

益永　祐作100820

TEL 0942-32-6594

中島建具製作所 －4002無個

具１
福岡県久留米市梅満町１２９９－５〒830-0048

中島　弘嗣100824

TEL 093-245-1929

中村塗装工業 －4008無個

土１と１舗１塗１防１水１
福岡県中間市通谷１ー３１ー８〒809-0018

中村　一弘100825

TEL 093-382-3600

（有）北九州通信商会 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市門司区柳原町５ー２０〒800-0036

吉田　博100828

TEL 093-201-5714

幸和建設工業 －4008無個

土１建１と１舗１し１水１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊５ー６ー１４〒807-0001

野田　和男100829

TEL 093-481-6699

（有）アクア技建 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市門司区恒見町１４ー１７〒800-0116

奥　佳憲100830

TEL 0947-49-1288

（有）文川工業 5,000 －4009無法

土１建１と１
福岡県田川市大字弓削田８６４－８〒826-0041

文川　和100833

TEL 092-592-5152

（有）ＩＭＳ総建 5,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市博多区板付６－９－３２〒812-0888

田邊　智子100834

TEL 0943-32-2530

広川鋼業 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字久泉９６５－１〒834-0112

光益　律征100835

TEL 093-953-7717

（有）川正工業 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区清水３丁目１１－５〒803-0841

小宮　正太100836

TEL 092-986-4851

松本工業 －4001無個

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県福岡市博多区西月隈３－２０－９〒812-0857

松本　亨二100837



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

810頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-629-6610

（有）ガイアテクノ 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県福岡市東区原田４－１７－１３〒812-0063

柳　隆行100838

TEL 092-921-8298

（有）工建築 3,000 －4011無法

建１内１
福岡県筑紫野市大字原６３６－３〒818-0005

原田　誠一100839

TEL 092-325-3413

森創建ビルダー －4001無個

大１
福岡県糸島市二丈深江２１００－１８〒819-1601

森　慎吾100840

TEL 092-937-3317

（有）大地開発 3,000 －4001無法

土１と１石１舗１園１水１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１２９－３１〒811-2221

北村　勤100841

TEL 092-947-5513

粕屋電工 －4001無個

電１
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗２３８５〒811-2405

堀　清道100842

TEL 092-561-7742

（有）ライフサポート 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市南区野間２－１２－２７－２０３〒815-0041

堀尾　治実100843

TEL 0930-22-3358

谷口工務店 －4005無個

建１
福岡県行橋市大字東徳永１９６〒824-0025

谷口　和浩100845

TEL 0930-42-0997

（有）笹原 3,000 －4005有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川八ツ溝８７９－２〒824-0206

笹原　正行100846

TEL 092-324-1602

ペイントクボタ －4001無個

大１左１屋１タ１塗１防１内１
福岡県糸島市曽根２３４－２１〒819-1561

久保田　浩二100849

TEL 092-573-8412

巧工務店 －4011無個

建１
福岡県春日市千歳町１－４８〒816-0805

古賀　博100851

TEL 0949-24-5466

幸伸住宅 －4004無個

建１
福岡県直方市大字植木１６３－１５〒822-0031

三浦　道利100853

TEL 0947-63-2779

正光造園 －4009無個

土１園１
福岡県田川郡大任町大字今任原４１１０－１〒824-0511

浦野　悦春100854

TEL 0930-25-8009

（有）橋本建工 3,000 －4005無法

と１管１
福岡県行橋市大字高瀬４５０－１〒824-0027

橋本　恭司100856



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

811頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-524-4531

（株）パーキングソリューションズ 100,000 －4001有法

建２と２電１鋼２機１
福岡県福岡市南区那の川１－１４－１〒815-0081

本房　伸一100859

TEL 092-892-8866

麻生プラン（株） 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区大町団地７棟５０４〒819-0021

佐藤　かほり100860

TEL 093-235-1820

（有）御開工務店 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市若松区高須北１ー１３ー２１〒808-0147

山内　康平100867

TEL 0942-65-1018

ヴィーノ（有） 5,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市三潴町高三潴１９６８〒830-0103

田中　康典100874

TEL 0942-77-2570

馬田建築 －4002無個

建１
福岡県三井郡大刀洗町栄田１０８１－１〒830-1214

馬田　恒隆100875

TEL 0942-47-4676

鹿毛塗装 －4002無個

塗１
福岡県久留米市大橋町蜷川１４８０〒839-0831

鹿毛　克彦100876

TEL 093-562-0727

（有）タカオ 3,000 －4008有法

左１と１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉北区中井５ー２ー６〒803-0836

八尋　隆生100878

TEL 0944-52-8055

よしやま建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字草木４６３－２〒837-0917

吉山　雅夫100879

TEL 092-593-1830

（有）秀栄 3,000 －4011無法

塗１防１
福岡県大野城市仲畑１－２０－１４〒816-0921

石井　秀和100883

TEL 093-612-7682

（有）川建 5,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市八幡西区中の原１ー１０ー８〒807-0078

川村　貴宣100886

TEL 093-931-1000

（株）不動産中央情報センター 100,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－３－１３〒802-0072

濱村　美和100887

TEL 093-203-3358

（株）ＣＩＶＥＣ 10,000 －4008無法

石１タ１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊１０－１－８〒807-0001

原田　健治100890

TEL 0947-72-7273

（有）ＤＳ．Ｃｏｍｐａｎｙ 5,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原７２３－６〒827-0004

山口　翔100893



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

812頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-592-6337

（株）オニクス 10,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県北九州市小倉北区南丘１－２１－７〒803-0863

木稲　勇次100895

TEL 093-618-1119

（有）福島工業 5,000 －4008有法

と１絶１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬３－１６－１４〒807-1261

福島　勇100896

TEL 093-881-5255

（株）エクセニシムラ 20,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市戸畑区千防３ー３ー２５〒804-0081

西村　幸一郎100897

TEL 093-671-6263

Ｍ＆Ｍクリエイト（有） 5,000 －4008無法

管１消１
福岡県北九州市八幡西区東川頭町９－１〒806-0014

満岡　信一100900

TEL 092-515-1201

九電ビジネスソリューションズ（株） 100,000 －4001有法

通２
福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２〒810-0004

犬塚　雅彦100901

TEL 0942-39-3457

（有）佐建 5,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県久留米市宮ノ陣町若松１３４１－１〒839-0804

佐田　智恵100906

TEL 092-621-8433

（株）輝熱学 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２７９６〒811-2304

上田　新一100907

TEL 0979-82-1965

福田建設 －4005無個

土１舗１
福岡県豊前市大字赤熊９８６－１〒828-0027

福田　信幸100909

TEL 0930-23-6521

（有）光建設 5,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡苅田町大字与原３３２〒800-0323

中野　光男100910

TEL 093-791-1238

（株）池間組 40,000 －4008無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
福岡県北九州市若松区赤島町９ー１５〒808-0073

池間　誠100912

TEL 0930-32-2956

（有）嶋田工業 5,000 －4005無法

土１と１舗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山箕田４１４－１〒824-0811

嶋田　光雄100913

TEL 0944-74-3337

結城建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市旭町５９－１２〒832-0022

岡　貞行100915

TEL 092-807-4437

（有）大翔 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原２２０－３３〒819-0163

國武　賴子100916



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

813頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-555-9742

（有）福田組 3,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市片縄北１－３－２〒811-1203

福田　幸司100918

TEL 092-986-9579

（株）九州ＩＴソリューションズ 10,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区竹下４－３－２２〒812-0895

馬渡　克海100922

TEL 0948-62-4602

西原建設 －4010無個

建１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師３３－３〒820-0607

西原　利男100924

TEL 0948-92-2985

（有）拓進 3,000 －4010無法

建１管１
福岡県飯塚市勢田１１２３－１〒820-1111

大塚　謙二100925

TEL 092-566-7336

（有）福岡ダイヤモンド工具 5,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市南区花畑２－１８－１１－５０３〒811-1356

川﨑　秀文100928

TEL 092-925-1681

（株）西部ガスエネルギーシステム 80,000 －4011有法

管１
福岡県太宰府市水城３－５－１５〒818-0131

真鍋　博文100929

TEL 092-623-7118

（株）ワイティテクノ 3,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区多の津３－７－２６〒813-0034

原口　泰幸100930

TEL 092-892-5226

（有）セイワエンジニア 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区大字羽根戸１９３－１－１〒819-0038

井口　憲一郎100931

TEL 093-452-1498

尾上工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区長尾６－９－１－１〒803-0274

尾上　浩100932

TEL 093-321-0631

（有）フエンコム 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区田野浦海岸５－１〒801-0804

中塚　正一100933

TEL 092-940-2280

（有）エムアンドティ 3,000 －4001無法

電１機１通１消１
福岡県古賀市小竹３３－１〒811-3135

松岡　俊朗100940

TEL 092-933-0057

（株）ワコー住設 3,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡宇美町平和２－１８－２７〒811-2121

高浪　浩吉100941

TEL 092-846-2666

（株）友立 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区飯倉３－２８－１６〒814-0161

　﨑　武夫100943



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

814頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-791-5339

（有）エスパジオ 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市中央区笹丘２－１８－２５〒810-0034

津田　努100944

TEL 092-801-1388

（有）白水建築金物 3,000 －4001有法

と１板１内１
福岡県福岡市城南区東油山２－３－７〒814-0155

白水　　100945

TEL 093-932-0220

（有）稗田保全住建 5,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県北九州市小倉北区黒原３ー１０ー２４〒802-0051

稗田　浩一郎100947

TEL 093-883-5919

（有）鈴商 3,000 －4008有法

土１建１と１鋼１舗１
福岡県北九州市戸畑区福柳木１ー１１ー４１〒804-0025

山本　征弘100950

TEL 092-603-1795

（有）原野電業 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区大岳１－１３－８〒811-0322

原野　将司100952

TEL 092-806-2266

（有）塚本工務店 6,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区今津５９１０〒819-0165

塚本　嘉彦100953

TEL 092-803-0519

（有）岡本内装 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市早良区早良５－６５７－５６〒811-1122

岡本　知也100954

TEL 092-803-1390

（有）博健 5,000 －4001無法

建１と１
福岡県福岡市早良区東入部８－８－５３〒811-1102

水島　健夫100955

TEL 093-473-7667

（有）ＫＯＲＥＸ 3,000 －4008無法

建１大１ガ１内１具１
福岡県北九州市小倉南区葛原本町４－２－８〒800-0253

是松　毅100958

TEL 0949-42-4477

エムジェイ －4004無個

土１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２５２３〒807-1305

白川　守100959

TEL 0930-24-8505

（有）創建 44,000 －4005無法

土１と１石１管１鋼１舗１水１
福岡県京都郡みやこ町豊津２０４８番１〒824-0018

則松　博文100960

TEL 092-804-5615

（有）モリケン 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市早良区内野６ー７－２１〒811-1123

森　慎吾100962

TEL 092-732-9737

（有）愉加屋 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区黒門２－５－７０３〒810-0055

川口　匡100964



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

815頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-73-3199

皆川組 －4009無個

土１建１大１と１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３３７－１〒827-0003

皆川　真也100965

TEL 092-603-1955

スガ内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区西戸崎６－１４－２４〒811-0321

菅　浩史100968

TEL 0942-33-3453

（有）久基工業 3,000 －4002無法

土１と１石１舗１水１
福岡県久留米市長門石町１３２２〒830-0026

執行　民夫100970

TEL 0942-62-2256

土井建設 －4002有個

建１大１左１と１タ１
福岡県久留米市城島町西青木６０８－４〒830-0226

土井　利男100971

TEL 0948-20-2222

荻田技建（有） 5,000 －4010無法

と１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土居１０９４－９７〒820-0606

荻田　一雄100974

TEL 0944-56-7530

福永プロパン －4003有個

管１
福岡県大牟田市大字手鎌１－３〒836-0004

福永　忠雄100977

TEL 0943-30-3969

（株）クラフトワン 3,000 －4007有法

土１建１大１屋１内１
福岡県八女市龍ヶ原１５５－１〒834-0067

松尾　安英100979

TEL 0946-42-2715

（有）岡部建設 5,000 －4006無法

土１舗１
福岡県朝倉郡筑前町四三嶋１１８１－２〒839-0212

岡部　義彦100981

TEL 0930-26-8233

（有）内藤電機 5,000 －4005無法

電１機１
福岡県行橋市西宮市５－２７－３９〒824-0031

内藤　宏100984

TEL 0949-42-8059

幸優建設 －4004無個

土１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延１６４０－１〒807-1305

兼實　幸一100986

TEL 093-622-2255

（有）プラマー 5,000 －4008無法

土１と１管１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区森下町２２－１〒806-0046

廣澤　匡江100988

TEL 093-618-4339

（有）工芸 3,000 －4008無法

塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区白岩町６ー１５〒807-1113

石橋　啓史100990

TEL 092-931-0575

シノ建設工業（有） 3,000 －4001無法

建１大１左１と１屋１鋼１筋１内１解１
福岡県糟屋郡宇美町原田３－４－１〒811-2132

篠原　幸次100996



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

816頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-943-0428

　井良工務店 －4001無個

大１内１
福岡県古賀市青柳町１９１－３５〒811-3133

　井良　政勝100997

TEL 092-707-5307

（有）タワラ 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区小田部２－７－１８－２〒814-0032

俵　輝夫100998

TEL 093-471-4864

（有）ショー喜 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県北九州市小倉南区上曽根新町６ー１３〒800-0215

松村　武101000

TEL 0949-42-2799

（有）総和産業 10,000 －4004無法

土１と１塗１
福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧１８２１－３７〒807-1311

阿部　正治101001

TEL 0947-49-5280

（有）タオ 23,000 －4009有法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県田川郡川崎町大字川崎２３７－１〒827-0003

後藤　高広101002

TEL 0948-25-3334

（株）三宅建築工房 5,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市椋本５９４－２５〒820-0077

三宅　信二郎101005

TEL 092-707-7038

（株）ａライン 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市城南区大字東油山字黒ノ原５１５－５６〒814-0155

宮﨑　隆一101007

TEL 0949-24-6462

（株）中村建設 10,000 －4004無法

土１建１と１舗１解１
福岡県直方市大字中泉２４５－４〒822-0011

中村　隆101010

TEL 093-474-0234

（株）サプライ開発 24,000 －4008有法

土２建２大２と２石２屋２電２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県北九州市小倉南区曽根新田南３－３－２４〒800-0220

渡辺　佳則101011

TEL 093-663-7027

ジェイビーグループ（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡東区東田２－１－２５－２１２〒805-0071

杉田　清隆101014

TEL 093-922-8848

（有）井手口工業 3,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市小倉北区高坊２－８－８〒802-0053

井手口　安広101017

TEL 092-942-2783

（株）井浦工務所 5,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市新原７００－１〒811-3127

井浦　哲之101024

TEL 092-481-3633

（有）ケイ・ティ・エス・サトウ 4,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－１８－８〒812-0011

佐藤　隆文101025



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

817頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-834-6451

（株）心渚建装 15,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区羽根戸１９３－１〒819-0038

才所　安隆101026

TEL 0942-37-5079

（有）ダイヤモンド久留米 3,000 －4002無法

土１と１石１舗１し１塗１水１
福岡県久留米市西町５７５－２〒830-0038

中村　功基101027

TEL 0944-52-8136

（有）新和塗装 3,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市小浜町２４－７〒836-0034

近藤　義郎101028

TEL 0943-24-4602

氷室建設 －4007無個

建１
福岡県八女市蒲原１９８１－１３〒834-0064

氷室　直樹101030

TEL 0942-62-5677

（株）田中建設 5,000 －4002無法

土１と１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市城島町江上上２８１－１〒830-0212

田中　仁101031

TEL 0944-88-8527

（有）田島工業 3,000 －4003有法

筋１
福岡県柳川市大和町明野３７４〒839-0251

田島　昭彦101032

TEL 093-481-1232

ＵｍｉＨｏｍｅ －4008無個

大１
福岡県北九州市門司区吉志新町２－８－６〒800-0118

国政　英明101033

TEL 092-571-6471

上　トーヨー住器（株） 10,000 －4001有法

ガ１具１
福岡県福岡市博多区井相田１－７－５〒812-0881

上　　　彦101039

TEL 092-581-6385

（株）神代植物園 10,000 －4011無法

園１
福岡県春日市下白水北５－１８９〒816-0842

神代　洋一101042

TEL 092-925-6021

村田電工 －4011無個

電１
福岡県太宰府市都府楼南４－７－７〒818-0105

村田　多加志101043

TEL 092-323-2188

（株）マルダイ 10,000 －4001無法

と１解１
福岡県糸島市本６２８－１３〒819-1151

福井　みよ子101044

TEL 0947-45-7884

（有）タニグチ内装 3,000 －4009無法

内１
福岡県田川市川宮１２３〒826-0042

谷口　光秀101046

TEL 092-626-9333

（株）蘭設備プランニング 4,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市東区多の津１－１４－１〒813-0034

板木　信道101047



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

818頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-874-2100

（有）ハウジングスペース 3,000 －4001有法

建１大１タ１内１
福岡県福岡市城南区樋井川２－２５－３６〒814-0153

鈴木　真明101048

TEL 092-940-2366

（株）ＧＳテクノ 3,000 －4001無法

と１機１
福岡県古賀市青柳町５５－１〒811-3117

樋口　達也101049

TEL 092-691-0801

アサヒガラス（有） 5,000 －4001無法

ガ１具１
福岡県福岡市東区土井３－２－２１〒813-0032

坂本　敏治101051

TEL 092-552-4877

（有）尾林建設 3,000 －4001無法

舗１
福岡県福岡市南区皿山３－２－１６〒811-1365

尾林　勝彦101054

TEL 093-932-4818

（有）北方工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区北方３－３４－７〒802-0841

桂口　信夫101055

TEL 093-661-0924

馬場畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡東区日の出１－１９－２６〒805-0004

馬場　健三101056

TEL 093-481-7550

（有）エキップメント 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市門司区吉志新町３－７－１〒800-0118

井上　公司101057

TEL 093-475-5727

（有）ケイアール電通 3,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉南区葛原本町５－１０－３６〒800-0253

山口　浩一101058

TEL 0946-24-2212

（有）西村技建 5,000 －4006無法

土１左１と１舗１水１
福岡県朝倉市小隈３７４－１〒838-0052

西村　信弘101059

TEL 0942-37-5300

キョウドウシステム（株） 11,800 －4002有法

電１通１
福岡県久留米市小頭町１１－２〒830-0045

石橋　悦治101064

TEL 093-691-7033

（有）誠電社 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城東３－４－４９－５０１〒807-0815

佐野　克巳101069

TEL 093-611-1760

鮫島建設（株） 20,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大平２－５－２１〒807-0083

鮫島　潤101071

TEL 093-691-3385

（有）古殿電設 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区則松東２－４－１８－２０７〒807-0837

古殿　浩二101072



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

819頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-645-1491

（株）田邉組 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区穴生１ー３ー３３〒806-0049

田邉　智昭101073

TEL 093-616-6655

（有）リステム 3,000 －4008無法

土１と１塗１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町３－５－２２〒807-0845

山口　文子101074

TEL 092-801-1372

（有）ディー・フォワード 3,000 －4001無法

土１と１石１水１
福岡県福岡市城南区南片江１丁目１６番８号〒814-0143

物部　泰和101075

TEL 0940-34-3370

（株）アクトシステム 10,000 －4008有法

通１
福岡県福津市若木台６－４－１１〒811-3221

赤星　一徳101080

TEL 092-210-5778

（有）上野工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区香椎照葉２－６－１－１１０〒813-0017

上野　誠101084

TEL 092-431-1115

昭和エンジニアリング（株） 10,000 －4001有法

土１建１管１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－３３－３２〒812-0011

鍛冶　純一郎101085

TEL 092-407-3738

（有）九州ホームサービス 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区脇山１－１６－１０〒811-1111

菅　保徳101086

TEL 0930-25-2876

本郷設備工業 －4005無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県行橋市南大橋１－３－２７〒824-0032

本郷　和男101090

TEL 0948-24-8926

九州酸素（株） 50,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市目尾３９８〒820-0062

有吉　慶　101092

TEL 093-941-7133

（有）トリニティ 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区北方３－１４－１〒802-0841

早川　耕平101093

TEL 092-804-7045

カミモリ －4001無個

管１機１
福岡県福岡市早良区内野６－１－５３〒811-1123

上森　英樹101095

TEL 092-812-0302

（株）ホープハウス 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区田村７－１４－２３〒814-0175

林　久美子101096

TEL 0944-41-8115

（有）満江工務店 3,000 －4003無法

土１建１大１と１
福岡県大牟田市大字唐船１５９４－１〒836-0003

満江　理101097



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-63-8465

（有）成清建設 3,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県みやま市瀬高町本郷１４４２－１〒835-0021

平田　真紀101098

TEL 0944-22-5654

中村（庫）建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町濃施９６４〒839-0215

中村　庫基101099

TEL 0942-43-3505

加月工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市高良内町２９４４－２２〒839-0852

加月　秀敏101101

TEL 0942-75-6742

田中建築工房 －4002無個

建１
福岡県小郡市津古６４０ー５９〒838-0102

田中　一臣101102

TEL 0942-27-0412

（株）ゆう建設工業 3,000 －4002無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１通１水１解１
福岡県久留米市荒木町荒木９５８－１〒830-0063

田中　優101103

TEL 092-582-1177

ワークウィン（株） 9,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区井相田１－１３－１６〒816-0081

後藤　至誠101104

TEL 093-436-3544

（有）五光建設 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡苅田町大字尾倉３８４３－１－１０２〒800-0353

森下　吉昭101105

TEL 0948-22-4141

（株）家夢建築事務所 40,000 －4010無法

土１建２
福岡県飯塚市花瀬４－２〒820-0045

奈良迫　忠101106

TEL 0943-77-8111

河津建築 －4002無個

建１
福岡県うきは市浮羽町西隈上１６６－２〒839-1404

河津　末男101108

TEL 092-937-3476

（株）リキマン 10,000 －4001有法

建１と１鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木字白石１１５０－５〒811-2112

尾　　元101109

TEL 0942-39-6733

久留米熔接器具工業所 －4002無個

管１
福岡県久留米市西町１３８８〒830-0038

寺田　格101113

TEL 093-617-9106

（株）安東工業 5,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘４ー２ー２〒807-1264

安東　正樹101115

TEL 092-574-9611

（株）エスケイ電気 3,000 －4011無法

電１
福岡県春日市白水ヶ丘３－１３４〒816-0845

近藤　俊一101116



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 092-925-9636

（有）辻塗装店 3,000 －4011無法

塗１防１
福岡県太宰府市吉松１－５－１〒818-0138

辻　功101118

TEL 092-586-8851

（株）新日本電設 36,000 －4001有法

土２建２電２管２
福岡県福岡市博多区西月隈６－３－１４〒812-0857

岡　武宏101119

TEL 0942-55-4557

（株）シーテック 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市三潴町西牟田６３９９－６２〒830-0111

荒木　俊浩101120

TEL 0944-63-6768

江﨑設備 －4003無個

管１
福岡県みやま市瀬高町東津留１８５－４〒835-0017

江﨑　裕司101121

TEL 092-947-4428

（有）ヒカリメタル 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡篠栗町和田５－５－１９〒811-2414

羽野　徹101122

TEL 093-293-1760

（有）重広工業所 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡遠賀町旧停１ー７ー１〒811-4306

小田　隆博101125

TEL 092-522-4605

（株）アクセル 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区市崎１－２－８〒815-0084

上村　幸浩101131

TEL 092-431-1927

（株）協同 30,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区榎田２－３－７１〒812-0004

江原　隆次101132

TEL 0942-33-7371

井樋建設（株） 30,000 －4002有法

土２建２大２と２石２屋２管１タ２鋼２舗２し２塗２内２機１水２解２
福岡県久留米市大石町５０７－２〒830-0049

井樋　聰枝101134

TEL 092-891-6154

（株）ＥＣＯライン 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区石丸４－５－５８〒819-0025

末松　幸二101136

TEL 092-865-5522

（株）福岡大学サービス 53,750 －4001有法

電２内１通１
福岡県福岡市城南区梅林２－１－６８－１〒814-0144

米嶋　邦章101137

TEL 0948-22-3936

（株）中村ポンプ製作所 6,000 －4010無法

管１機１
福岡県飯塚市伊川５５３－１〒820-0054

中村　雅和101141

TEL 092-806-5634

（有）木下工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区今津１６３４〒819-0165

木下　房敏101146
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福岡県
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TEL 092-865-8183

徳本技建 －4001無個

大１
福岡県福岡市早良区次郎丸２－２１－５〒814-0165

徳本　真一101147

TEL 092-681-8923

山下工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市東区香椎４－４－２５〒813-0011

山下　源章101148

TEL 0942-22-2310

（株）久栄工業 10,000 －4002無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市国分町７２５－１〒839-0863

笹隈　さゆり101149

TEL 093-551-0381

（株）豊正 20,000 －4008無法

土２建１大１と２石２屋１タ１鋼２舗２し２内１水２解２
福岡県北九州市小倉北区大田町１０ー２７〒802-0015

草刈　康麿101155

TEL 093-341-0734

（有）マサト 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区白野江３－８－２０〒801-0802

中島　美音子101156

TEL 093-641-7277

（有）中原工業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区紅梅１ー７ー１３〒806-0011

中原　宏101157

TEL 093-618-2454

（株）長野建設 5,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区金剛３ー９ー２７〒807-1263

長野　敏郎101159

TEL 093-592-6701

竹永板金加工所 －4008無個

板１
福岡県北九州市小倉北区篠崎５ー２４ー５〒803-0861

竹永　敏郎101161

TEL 093-561-5101

松永製畳襖店 －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉北区篠崎３ー１１ー１〒803-0861

松永　英樹101162

TEL 093-881-0002

（有）ハマムラ 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市戸畑区三六町９－１９〒804-0091

浜村　鐘旗101163

TEL 092-771-0831

西日本高速道路エンジニアリング九州（株） 80,000 －4001有法

土２と２電２管２鋼２舗２塗２機１通２園２水２消１
福岡県福岡市中央区舞鶴１－２－２２〒810-0073

竹國　一也101165

TEL 092-938-8596

丸三産業 －4001無個

と１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東６－２－１８〒811-2317

豊永　健造101166

TEL 0947-46-0199

（株）トータルテクノサポート 3,000 －4009無法

電１通１
福岡県田川市大字弓削田６０５－１４〒826-0041

岸野　広101167
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-73-9308

阿志賀設備 －4003無個

管１
福岡県柳川市三橋町蒲船津３７－７〒832-0827

阿志賀　照明101170

TEL 0943-76-5184

（株）佐々木建設 10,000 －4002無法

建１
福岡県うきは市吉井町宮田３０３－１〒839-1303

佐々木　貴朗101171

TEL 093-643-5627

（株）セイワ 7,000 －4008無法

建１筋１
福岡県北九州市八幡西区穴生４－６－１０〒806-0049

田中　祥子101172

TEL 093-531-1415

豊倉畳襖店 －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉北区下富野３ー２ー１３〒802-0023

力丸　英則101173

TEL 093-511-4271

室内デザインスタジオ －4008有個

建１内１
福岡県北九州市小倉北区船場町５ー５〒802-0007

伊関　良一101174

TEL 092-891-7876

（株）西村工業 5,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市西区福重３－３６－１〒819-0022

西村　新司101177

TEL 092-565-7018

小林建装（株） 2,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区老司５－４１－２〒811-1346

小林　益行101178

TEL 092-551-2677

（株）エフテック 1,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市南区若久４－４－６〒815-0042

藤松　直樹101182

TEL 092-581-2162

（有）熊谷電設 3,000 －4011無法

電１
福岡県春日市弥生３－４２－２〒816-0862

熊谷　恭雄101183

TEL 0946-21-5550

（株）上成 20,000 －4006有法

土２建１と２管１鋼２舗２し２水２解１
福岡県朝倉市中３９－１〒838-0035

上村　信隆101184

TEL 0940-32-3416

（有）佐藤木材店 3,000 －4008有法

建１
福岡県宗像市稲元２－５－１６〒811-3406

佐藤　靖雄101185

TEL 092-504-5444

（株）ショウエイ 3,000 －4011無法

ガ１内１
福岡県大野城市御笠川４－５－５〒816-0912

松永　直輝101186

TEL 092-555-8030

（株）大和工務所 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区野多目５－１９－８－１〒811-1347

矢野　秀幸101190
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TEL 093-581-2588

（有）ファクトスペースデザイン 3,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区清水２－１４－６　ＭＳ　ＢＬＤ．２Ｆ〒803-0841

中原　昭児101191

TEL 092-473-1223

南部コミュニケーションサービス（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区那珂３－１８－２６〒812-0893

平田　信孝101194

TEL 092-325-0201

（株）吉田酸素 10,000 －4001有法

管１
福岡県糸島市二丈松国３４２－６〒819-1627

吉田　肇101196

TEL 092-806-1319

（株）周船寺鐵工所 15,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市西区大字元岡字米栗２８３３〒819-0385

田中　辰哉101198

TEL 0946-22-6608

（有）Ａプランネット 3,000 －4006無法

建１内１
福岡県朝倉市一木１１４９－１〒838-0065

中田　茂101199

TEL 0930-23-7493

（株）有門組 10,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県行橋市大字元永５３６－３〒824-0015

有門　賢二101200

TEL 0942-77-0262

中村勝良商店 －4002無個

管１
福岡県三井郡大刀洗町大字冨多１３２０－２〒830-1201

中村　淳一郎101201

TEL 0944-62-2628

エコシス －4003有個

管１
福岡県みやま市瀬高町下庄２１７５－１〒835-0024

鍋田　典宏101204

TEL 0942-53-7222

（株）岩永保温 5,000 －4007無法

絶１
福岡県筑後市大字徳久１８７－３〒833-0004

岩永　千昭101205

TEL 0942-53-2754

（株）大藪瓦工業 22,000 －4007無法

屋１
福岡県筑後市大字北長田８２５－１〒833-0013

大藪　泰士101206

TEL 093-202-8383

（株）髙木建設 5,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡水巻町二東２－６－２〒807-0054

髙木　祐一郎101207

TEL 093-473-6728

日向工務店 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区下貫１ー１１ー８〒800-0236

中村　安秀101210

TEL 093-661-5853

広田建設 －4008無個

建１大１
福岡県北九州市八幡西区元城町１６ー１４〒806-0015

広田　大鳳101214
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TEL 093-661-6292

（株）台良工務店 40,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市八幡東区東台良町１５ー９〒805-0063

星本　剛101215

TEL 093-671-2142

和田家塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡東区神山町７－１５〒805-0019

和田　常雄101218

TEL 0943-74-1333

（株）タカヤマ 10,000 －4002有法

土１石１園１
福岡県久留米市田主丸町石垣９１３－２〒839-1212

高山　日義101220

TEL 0946-22-4032

（有）澪天工業 3,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県朝倉市甘木２１９２－３〒838-0068

國房　哲二101221

TEL 093-752-3131

（株）塩見組 55,000 －4008有法

土１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区響町３－１－５１〒808-0021

渡邊　謙次101222

TEL 0947-22-7088

エクスパンド（株） 5,000 －4009無法

土１
福岡県田川郡福智町神崎１３２５－１〒822-1202

大島　健太郎101223

TEL 092-282-6922

（有）文工房 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市博多区上呉服町６－５〒812-0036

印藤　文博101227

TEL 093-381-4130

（株）ゲン・デザイン 5,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市門司区大里本町２－５－２－２喈〒800-0063

土居　厳101228

TEL 0943-73-0008

髙山庭創苑 －4002無個

園１
福岡県久留米市田主丸町菅原５７１－４〒839-1225

髙山　友和101229

TEL 093-245-5315

（株）マクシス 5,000 －4008有法

土１建１大１と１屋１電１管１タ１舗１内１
福岡県中間市東中間２－１６－１〒809-0019

許斐　妙子101233

TEL 093-551-0215

（株）シーエス・カンパニー 20,000 －4008有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県北九州市小倉北区足立１－５－４〒802-0042

内藤　孝一郎101235

TEL 0942-44-6745

（有）池上鉄工一級建築事務所 3,000 －4002有法

建１鋼１
福岡県久留米市東合川７－１３－１２〒839-0809

池上　陽一101236

TEL 0942-53-3443

（有）原口石材 3,000 －4003有法

土１管１水１
福岡県みやま市瀬高町長田２６９１－２〒835-0007

原口　　久101237
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福岡県
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TEL 0942-48-0939

（株）三田エンジニアリング 10,000 －4002有法

土１と１
福岡県久留米市長門石１－８－２７〒830-0027

吉田　敏純101238

TEL 092-407-5691

（有）設計工房ホーユウ 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区福重３－３６－１〒819-0022

深堀　剛秀101242

TEL 092-662-5522

共栄産業（株） 20,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市東区松崎２－１７－５共栄ビル２Ｆ〒813-0035

張本　明成101243

TEL 092-526-5811

（有）キシタ 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市城南区長尾３－２２－３２〒814-0123

木下　優二101245

TEL 092-322-4258

佐藤建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市篠原西３－２－８５〒819-1129

佐藤　政美101248

TEL 092-473-2850

（有）アエラス 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区那珂３－２６－３〒812-0893

松田　慎也101249

TEL 092-953-0346

（株）カネコ企画 3,000 －4011無法

土１建１左１と１舗１
福岡県那珂川市片縄北６－４－９〒811-1203

金子　成清101251

TEL 092-953-1154

（有）米田建設 5,000 －4011有法

土１建１大１と１
福岡県那珂川市西隈２－７－８〒811-1242

米田　真悟101252

TEL 092-954-3470

日下部住建 －4011無個

建１
福岡県那珂川市仲３－３－７〒811-1253

日下部　丑一郎101253

TEL 092-953-3268

（株）Ｊ．ＴＥＣ 5,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市仲１－１１７－１〒811-1253

宮﨑　誠101254

TEL 092-918-7220

（有）ウッド・ワーク 3,000 －4011無法

内１
福岡県筑紫野市大字古賀８２４－１〒818-0047

北里　是直101255

TEL 0940-52-4502

（株）花田重機建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１し１
福岡県福津市渡３５０－４〒811-3307

花田　隆101258

TEL 092-801-8776

（株）早良ワーク 8,000 －4001無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県福岡市早良区田村７丁目２番１１号〒814-0175

橋本　昇治101260
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TEL 092-811-3810

（有）西急 3,000 －4001有法

土１と１解１
福岡県福岡市早良区四箇２－１０－３６〒811-1103

川原　信子101263

TEL 0948-22-4928

梅津電設（株） 10,000 －4010無法

通１
福岡県飯塚市伊川３１３－８〒820-0054

梅津　光一101265

TEL 092-862-8876

（株）キュービ 3,000 －4001無法

管１内１
福岡県福岡市城南区樋井川４－２－７〒814-0153

具志堅　猛101268

TEL 093-645-3350

（有）テツマ工装 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区引野１ー１５ー２１〒809-0067

平本　哲101273

TEL 093-244-9315

（株）本山工務店 2,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県中間市桜台２－１２－１５〒809-0017

本山　哲雄101274

TEL 093-521-7847

（有）誠立工業 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区上富野２ー１３ー１６ー５〒802-0022

木村　卓磨101275

TEL 0943-32-3786

山口建築 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字新代４３〒834-0115

山口　高嘉101279

TEL 093-981-6251

（有）豊川建設 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区下到津３－４－１５〒803-0846

川久保　静江101280

TEL 093-471-3777

（株）福道 1,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区長野本町２－３－７〒800-0241

福元　毅101281

TEL 092-607-6091

（有）グリーンサイト 5,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市東区雁の巣２－４－１１〒811-0206

松本　富士夫101282

TEL 092-954-3703

（有）正和 7,000 －4011無法

塗１防１
福岡県那珂川市西隈３－６－４〒811-1242

大山　伸之101288

TEL 092-573-8968

明設備 －4011無個

管１
福岡県春日市天神山６－３６〒816-0855

斉藤　明彦101289

TEL 092-323-6460

（株）大坪組 3,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県糸島市萩浦３－２－６〒819-1121

大坪　日出巳101291
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福岡県
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TEL 0946-21-0876

久家工業 －4006無個

板１
福岡県朝倉郡筑前町高田６９４－２〒838-0814

久家　孝文101294

TEL 0949-25-1488

（有）永冨組 40,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県直方市大字頓野２７２６－１〒822-0002

永冨　正治101297

TEL 092-580-8277

アルテック（株） 10,000 －4001有法

と１塗１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２０－６４〒812-0863

須堯　心一101300

TEL 0948-29-6100

（株）幸信 5,000 －4010有法

土１建１と１舗１解１
福岡県飯塚市目尾５１５－６２〒820-0062

村山　満101301

TEL 0930-32-4972

（株）利建 5,000 －4005無法

土１と１舗１水１
福岡県京都郡みやこ町勝山宮原４６６〒824-0813

丸山　保樹101302

TEL 093-561-7159

（株）森友電機製作所 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区高峰町２ー３３〒803-0826

森友　和彦101304

TEL 093-982-1313

（株）山本工業 5,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市門司区藤松２－１２－１７〒800-0047

山本　義一101309

TEL 093-618-5324

（有）アカセ・デコ 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘１ー２３ー１２〒807-1264

赤瀬　裕二101310

TEL 092-409-5850

エコステージエンジニアリング（株） 20,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－１４〒812-0011

中園　英司101311

TEL 092-947-6022

内山建設（有） 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬９８０－２１〒811-2412

内山　将成101312

TEL 092-872-7500

リファイン福岡（株） 20,000 －4001無法

建２大２屋２タ２内２
福岡県福岡市城南区長尾４－７－９〒814-0123

久保　匡毅101313

TEL 092-938-9011

（有）アウル 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡粕屋町若宮１－１１－４１－３０３〒811-2314

國俊　征広101315

TEL 092-952-1433

（有）山脇保温 3,000 －4011無法

絶１
福岡県那珂川市片縄西２－３－１３〒811-1202

山脇　俊一101316
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TEL 092-561-0078

大空建築 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区野間４－４－２８－２０４〒815-0041

井上　政美101317

TEL 0946-52-3168

（有）ハンダ 3,000 －4006無法

建１左１
福岡県朝倉市鳥集院７１０－１〒838-1301

半田　欽也101318

TEL 092-929-3981

日農工業（株） 10,000 －4011有法

と１管１
福岡県筑紫野市大字俗明院１０－１〒818-0067

今村　安宏101321

TEL 093-652-5378

（株）三善 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡東区槻田２ー１４ー１０ー６０４〒805-0031

三善　教雄101323

TEL 093-771-1410

松田建設工業（株） 30,000 －4008無法

土２と２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市若松区大字安瀬６２－３〒808-0022

松田　正市101324

TEL 0948-22-1230

北部道路（株） 20,000 －4010無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県飯塚市飯塚１２－１２〒820-0041

野中　憲一101325

TEL 0949-26-7315

（株）ニッキ 10,000 －4004有法

建１電１管１機１解１
福岡県直方市大字頓野１５０２－２６〒822-0002

桑原　俊晃101326

TEL 0943-75-3336

（株）大和ハウジング 10,000 －4002有法

建１
福岡県うきは市吉井町若宮４０－３〒839-1311

吉松　聡司101328

TEL 093-752-5125

ヤマト技建（株） 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市若松区古前１－１２－２０〒808-0062

上田　親義101330

TEL 093-614-1270

（株）エース建設 41,000 －4008有法

土２と２舗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区中の原３－９－１７〒807-0078

呉本　永基101332

TEL 092-407-1500

住まいるクオリティ（株） 9,900 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区室見４－１－２２－６１３〒814-0015

川口　智廣101333

TEL 092-807-7289

（有）ケント工業 5,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区横浜１－１７５１〒819-0166

山下　美樹101334

TEL 0944-74-2840

（株）津留建設 6,000 －4003有法

建１
福岡県柳川市三橋町棚町２３６〒832-0813

津留　輝彦101337
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TEL 0943-77-8223

エヌ・ティー・プロジェクト －4002無個

建１大１
福岡県うきは市浮羽町東隈上３６１－３〒839-1403

野上　征紀101338

TEL 093-474-6912

神設サービス －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区長野東町１０ー６〒800-0247

神近　貴任101340

TEL 093-776-2821

（有）西名溶工 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市若松区青葉台西１－１－５〒808-0143

西名　勝信101341

TEL 0949-52-6117

（株）桑村産業 5,000 －4004無法

土１建１と１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字山部１１７０－１〒822-0034

桑村　榮子101342

TEL 0947-32-7006

共成建設 －4009無個

土１建１と１水１解１
福岡県田川郡香春町大字採銅所３７８１〒822-1401

牛島　年一101343

TEL 092-771-0598

大成管理開発（株） 20,000 －4001有法

土２と２
福岡県福岡市中央区那の津３－１５－１７〒810-0071

中村　成典101348

TEL 092-409-0220

（株）ＡＭＡＭＵＲＡ店舗設計 1,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区住吉４－２７－２〒812-0018

天村　美尋101349

TEL 092-762-7200

（有）パイロットプランニング 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区今泉２－５－２５ＫＧ　ＢＬＤ２階〒810-0021

緒方　和宏101350

TEL 0949-52-6518

福智総合建設 －4004無個

建１
福岡県直方市大字上頓野４９８６－２〒822-0003

尾山　龍生101351

TEL 093-561-9847

肥口板金 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区中井４ー２ー３１〒803-0836

肥口　政徳101353

TEL 0942-42-3277

（株）Ｌ・Ｅ 3,000 －4007無法

電１消１
福岡県筑後市長浜１５４０〒833-0005

樋口　優喜101354

TEL 0942-43-2083

（株）豊福土木 5,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市山川野口町１１－１９〒839-0816

豊福　光政101356

TEL 0944-52-0461

古賀塗装（株） 5,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市山下町６５－２〒836-0053

古賀　洋之101357



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

831頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-943-1669

（有）ライフスタイル 3,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市久保１１３９－１〒811-3115

花田　孝則101358

TEL 092-710-9710

牟田塗装 －4001無個

塗１防１
福岡県福岡市東区名子２－５－５５〒813-0024

牟田　敏101359

TEL 092-944-5690

松島ブロック建設 －4001無個

土１と１管１水１
福岡県古賀市今の庄１－３－３３〒811-3117

寺島　沢101360

TEL 0949-29-6170

東栄電工 －4004無個

電１
福岡県直方市大字感田１５３５－２９〒822-0001

椋本　秀樹101361

TEL 093-434-0381

三原グループ（株） 40,000 －4005有法

土２建２と２鋼２舗２し２園２水２解２
福岡県京都郡苅田町幸町８－１〒800-0314

三原　茂101363

TEL 092-481-1610

（株）フォーエス 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１４－１８〒812-0016

花田　茂夫101364

TEL 092-332-8820

（株）ウエーブ 10,000 －4001無法

通１
福岡県糸島市山北２０１〒819-1144

柴田　実101366

TEL 092-921-7712

筑紫野建装（株） 5,000 －4011無法

大１内１
福岡県筑紫野市紫４－１－１〒818-0061

野中　伸101367

TEL 092-400-7887

（株）デック 5,000 －4001無法

土１と１電１管１舗１
福岡県福岡市東区多の津４－４－１２〒813-0034

中冨　大輔101368

TEL 0940-33-4477

みずほ建設（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市武丸１８８５－１〒811-4152

秀田　辰也101370

TEL 0948-22-0216

（有）佐藤商店 5,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市上三緒１－４５〒820-0013

佐藤　壽三101373

TEL 0943-72-0355

髙見板金工業（株） 5,000 －4002無法

建１大１屋１板１内１
福岡県久留米市田主丸町田主丸４５５－６〒839-1233

髙見　隆寿101375

TEL 092-776-3686

（有）入江建築 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市西区今宿駅前１－１３－３７〒819-0168

入江　光久101377



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

832頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-292-5111

（株）エステック 10,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区上牟田１－２８－２５〒812-0006

長谷川　弘泰101378

TEL 093-752-0285

（株）ケイデンシステム 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市若松区北湊町９－５〒808-0027

川上　浩祐101380

TEL 093-632-1687

山口建装 －4008無個

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－４－４〒806-0066

山口　長寿101382

TEL 093-967-2524

（有）睦工業 3,000 －4008有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１機１水１
福岡県北九州市小倉北区木町３－２－１１〒803-0851

土居　睦夫101390

TEL 0942-75-2000

武下産業（株） 10,000 －4002有法

管１
福岡県小郡市津古５９７－７〒838-0102

馬場　哲博101392

TEL 093-621-7298

遠藤工務店 －4008有個

建１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町５ー１〒806-0041

遠藤　正德101395

TEL 092-596-5921

ミマキ工業 －4011無個

左１
福岡県大野城市平野台１－１８－６〒816-0972

三牧　信秀101406

TEL 0942-22-2966

（有）九州興産 5,000 －4002有法

解１
福岡県久留米市南４－３０－１８〒830-0051

尾熊　勇治郎101408

TEL 092-918-9150

（株）九州設備工業 5,000 －4001有法

と１管１機１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野３５６－６〒811-2104

西村　英五郎101409

TEL 092-806-1419

（有）江口工務店 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区大字周船寺１７５－７〒819-0373

江口　久喜101411

TEL 093-372-1527

石原工業 －4008無個

防１
福岡県北九州市門司区下馬寄３ー６ー１０５〒800-0051

石原　裕二101413

TEL 093-617-3893

松田組（株） 9,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南３ー１３ー１３〒807-1143

松田　敏春101414

TEL 092-564-5615

大新電興（有） 5,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市南区老司１－１２－７〒811-1346

大力　達也101416



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

833頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-622-8122

（有）東栄技建 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区社領１－１－５〒812-0068

次賀　穗101417

TEL 092-588-8233

（株）パーマ・ブリッジ 12,000 －4001無法

大１内１具１
福岡県福岡市博多区麦野４－１５－３〒812-0882

橋塚　好美101418

TEL 092-891-3210

用松工業（株） 10,000 －4001無法

建１左１
福岡県福岡市西区野方６－９－６〒819-0043

用松　克野101421

TEL 0943-32-0419

山見建設 －4007無個

土１大１
福岡県八女郡広川町大字水原６８１－５〒834-0102

山見　光史101422

TEL 0942-21-4271

石崎住建 －4002無個

建１
福岡県久留米市上津町２２２８－１１３２〒830-0052

石崎　信之101423

TEL 0940-52-5507

（有）明徳工業 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県福津市津屋崎５－１９－３２〒811-3304

出口　明101426

TEL 092-595-7676

水研工業（株） 20,000 －4011無法

土２建２と２石２管２鋼２舗２し２内２水２
福岡県春日市惣利１－６６〒816-0813

白水　雅史101428

TEL 093-693-8733

（株）メイプルリーフ 3,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市八幡西区大浦３ー５ー４〒807-0874

斉藤　安幸101430

TEL 092-436-8282

（有）ハーフ 3,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区榎田２－２－１９－４〒812-0004

古田　武史101433

TEL 092-953-2849

（有）尾上産業 3,000 －4011有法

解１
福岡県那珂川市大字上梶原１０６８－３４〒811-1223

尾上　敏也101437

TEL 093-962-5553

（有）中山電設 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区石田町１０ー１３〒802-0838

中山　聡101440

TEL 093-282-2455

（株）藤田建設 5,000 －4008無法

大１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台４－１－５〒811-4215

藤田　稔101441

TEL 0943-73-3016

（有）石源 3,000 －4002無法

石１園１
福岡県久留米市田主丸町地徳３１８１－４〒839-1214

中野　まゆみ101442



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

834頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-76-3271

大和共栄建設（株） 10,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県柳川市大和町六合８０２－１〒839-0244

山口　孝幸101443

TEL 0944-41-1638

（株）ティ・アール 3,000 －4003無法

土１と１鋼１舗１し１水１
福岡県大牟田市久福木４８０－６〒837-0915

松山　照幸101444

TEL 0947-28-2520

（株）大谷開発 6,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町上野１２５－２〒822-1102

浦田　兼一郎101445

TEL 0949-52-2817

（株）西日本油機 10,000 －4004有法

土１
福岡県宮若市竹原１２６－１〒822-0142

川畑　正樹101452

TEL 093-283-0488

高場工務店 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台１ー１１ー４〒811-4215

髙場　元務101454

TEL 093-481-3481

梶田電気（株） 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区吉志７ー４ー１２〒800-0114

栗明　正治101455

TEL 093-618-7396

（株）犬童工務店 8,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市八幡西区楠北１ー２ー２１〒807-1154

犬童　洋志101457

TEL 092-864-8671

原野防水工事 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区賀茂４－１１－２２〒814-0164

原野　満徳101459

TEL 092-624-7112

（株）飯倉工業 10,000 －4001無法

大１左１石１タ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市東区松島１－２－２３－６０５〒812-0062

別府　忠幸101460

TEL 092-431-1231

電通サービス（株） 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区東比恵２－２－６〒812-0007

古賀　順一101461

TEL 092-566-3371

（株）杉工業 7,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区鶴田４－１３－２０〒811-1352

杉　信敏101462

TEL 092-873-1001

（株）福岡植木 40,000 －4001有法

土２園２
福岡県福岡市城南区梅林４－１１－１２〒814-0144

小　　隆輔101465

TEL 092-933-2180

（株）冨創設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡宇美町原田３－１６－１１〒811-2132

泉　智久101466



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

835頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-62-2642

（有）飛龍興産 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県宗像市神湊５７９〒811-3501

馬場　龍哉101467

TEL 092-926-1751

（株）新和製作所 12,000 －4011有法

ガ１具１
福岡県筑紫野市大字山家２８６２〒818-0003

鮎川　正年101471

TEL 0940-62-2016

飯塚工務店 －4008無個

建１
福岡県宗像市江口７２－８〒811-3502

飯塚　静男101472

TEL 092-951-5505

（有）翔和ステンレス 3,000 －4011有法

鋼１内１具１
福岡県那珂川市片縄東１－２６－１〒811-1204

古賀　猛101473

TEL 093-645-3450

（株）ＡＴＳ 20,000 －4008有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県北九州市八幡西区割子川２－１３－１１〒806-0064

佐々木　和子101478

TEL 092-861-7666

大日機設工業（株） 5,000 －4001無法

管１機１消１
福岡県福岡市早良区梅林７－３４－８〒814-0172

永田　修一101480

TEL 092-260-9753

（株）Ｔ－ＳＣＯＲＥ 31,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１－１２〒812-0051

麻生　直人101481

TEL 0949-24-3585

大功建設（株） 3,000 －4004無法

土１と１舗１
福岡県直方市大字下新入１６８２－１〒822-0032

大村　忠生101482

TEL 092-503-5353

ニッチ産業（株） 10,000 －4011無法

土１左１と１舗１塗１防１
福岡県大野城市中３－１２－１４〒816-0906

佐々木　康子101485

TEL 0944-56-2355

岩中機工（株） 5,000 －4003無法

と１管１機１
福岡県大牟田市亀谷町１３０〒836-0823

德永　曉信101487

TEL 0942-41-8808

（株）ライズウェイ 10,000 －4002有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１
福岡県久留米市東合川１－９－５７〒839-0809

内村　信弘101488

TEL 0944-62-2728

（有）まるは設備 10,000 －4003無法

管１
福岡県みやま市瀬高町文廣９４２－２〒835-0022

橋本　啓介101490

TEL 092-566-8511

（株）アキヤマインダストリー 2,000 －4001有法

建１大１左１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市南区大平寺２－１６－２２〒811-1354

秋山　篤史101491



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

836頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-27-4141

鐵舟（株） 30,000 －4002有法

土１建１と１舗１塗１防１内１水１
福岡県久留米市荒木町白口１１－１〒830-0062

別府　道　101493

TEL 092-943-1279

桂木美建興業（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市筵内３０６－１〒811-3121

勝田　桂二郎101495

TEL 093-616-7612

（株）泊野海洋 10,000 －4008有法

土１と１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区陣原４－６－１０－１〒807-0821

岩本　大作101498

TEL 093-641-8296

（株）ウエダ 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区京良城町４ー１２〒806-0061

上田　三郎101499

TEL 093-511-6455

コクラトレーディング（株） 10,000 －4008有法

土１大１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１塗１内１機１具１水１
福岡県北九州市小倉北区浅野２ー１４ー１〒802-0001

栗原　学101501

TEL 0979-82-1477

フロム・ワン －4005無個

建１
福岡県豊前市大字梶屋４４１－２５〒828-0041

中島　聖ニ101504

TEL 0944-72-5499

井手設備 －4003無個

土１管１水１
福岡県柳川市西浜武４４３－１〒832-0081

井手　力101506

TEL 0947-49-2811

（有）山口建装 3,000 －4009無法

内１
福岡県田川市大字川宮１２２－６〒826-0042

山口　祐樹101512

TEL 093-282-4724

吉福塗装 －4008無個

塗１
福岡県遠賀郡岡垣町中央台３ー２３ー３〒811-4218

吉福　勝巳101515

TEL 093-871-9541

梅根電気設備 －4008無個

電１
福岡県北九州市戸畑区中原西１－２－９－７０５〒804-0011

梅根　康弘101516

TEL 093-692-3693

（株）アクアライン 9,000 －4008有法

建１と１屋１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２７０９ー１０〒807-0801

黒岩　広志101517

TEL 093-701-2013

サンエイ（株） 25,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市若松区赤岩町４ー６〒808-0075

山添　聖一101518

TEL 093-475-7311

（有）大楠興業 6,000 －4008無法

土１建１左１と１屋１タ１鋼１舗１塗１防１内１水１
福岡県北九州市小倉南区中吉田４ー２０ー５３〒800-0204

大楠　純也101519



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

837頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-894-6800

九州第一工業（株） 10,000 －4001無法

屋１鋼１機１
福岡県福岡市西区小戸４－２９－５０〒819-0001

秋田　清101521

TEL 092-861-4919

（株）アシスト 6,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市城南区樋井川２－６－１〒814-0153

原　紳次郎101523

TEL 092-502-4808

（有）ワイ・ケイ企画 3,000 －4011無法

タ１内１
福岡県春日市小倉東２－３１〒816-0826

江藤　家康101525

TEL 092-408-3412

（株）三洋 10,000 －4011有法

屋１タ１
福岡県太宰府市水城２丁目１２－４１〒818-0131

七条　孝之介101526

TEL 093-331-3583

北九州設備サービス －4008無個

管１
福岡県北九州市門司区風師２ー４ー２〒801-0801

稲原　義夫101531

TEL 092-607-0991

（有）四島組 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区塩浜１－１７４７－１〒811-0203

市来　淳史101533

TEL 0944-72-6489

（株）伸宅建設 20,000 －4003有法

建２
福岡県柳川市三橋町蒲船津３７１－５〒832-0827

石橋　征四郎101534

TEL 0944-73-3935

（株）田代バッテリー 10,000 －4003有法

電１
福岡県柳川市三橋町柳河８５５－１〒832-0806

田代　正一101536

TEL 0944-86-6281

タカダ建築企画 －4003有個

建１
福岡県大川市大字榎津１４５－５〒831-0004

髙田　稔大101537

TEL 092-526-0022

（株）全環 10,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市中央区高砂２－５－１０〒810-0011

森山　成孝101541

TEL 0947-44-1881

畠中建築設計 －4009有個

建１
福岡県田川市大字猪国１７６１〒826-0045

畠中　勉101543

TEL 092-882-7446

ＨＴエンジニアリング（株） 5,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市西区下山門２－４－１２〒819-0052

玉井　春江101544

TEL 092-812-2387

（有）マルコー設備 3,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市早良区四箇６－１１－６〒811-1103

内山　雅彦101545



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

838頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-943-9277

（有）九州ネダ工事 3,000 －4001無法

建１左１と１内１絶１
福岡県古賀市川原１１３３－１〒811-3132

白石　雅昭101546

TEL 092-811-6484

（有）ＴＲＩＰＰＥＲＳ 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区大字羽根戸字二タノ谷８６１－１〒819-0038

千北　大吾101548

TEL 092-623-1213

（株）福遼建設 45,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市東区松島４－１０－２６〒813-0062

上原　竜二101549

TEL 092-324-5113

（有）創和システム 5,100 －4001無法

通１
福岡県糸島市有田中央２－８－３〒819-1127

坂本　智隆101550

TEL 092-595-7285

（有）とく安工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県大野城市月の浦１－２６－１５〒816-0893

徳安　淳二101551

TEL 0930-33-6955

（株）スカイマーク 6,000 －4005無法

土１と１舗１解１
福岡県京都郡みやこ町吉岡４６５－１〒824-0113

中山　信二101553

TEL 092-651-4131

太陽築炉工業（株） 50,000 －4001有法

タ１機２清２
福岡県福岡市博多区東公園６－２１〒812-0045

江口　正司101555

TEL 092-804-7733

（有）ヤナセホーム 3,000 －4001無法

建１管１
福岡県福岡市早良区重留５－１３－１３〒811-1101

前田　和友101562

TEL 092-512-0020

（株）西日本興発 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区野間４－２７－２３〒815-0041

須川　達矢101565

TEL 092-938-8461

ナガタ －4001無個

内１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東２－４－８－２０５〒811-2317

永田　正晴101566

TEL 093-644-5523

（有）杉村商会 3,000 －4008無法

建１鋼１
福岡県北九州市八幡西区青山２ー１０ー４４ー２０１〒806-0043

杉村　健一101570

TEL 093-671-3413

（有）徳重環境設備 5,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡東区春の町５ー１ー１３〒805-0050

德重　昌宏101571

TEL 093-291-1700

（株）ＢＥＳＳ福岡 30,000 －4008有法

土１建１と１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３７１３ー３〒811-4331

吉戒　朝子101572



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

839頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-554-4881

ソンズ（株） 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区三宅３－２－２２〒811-1311

太田　潔101576

TEL 092-588-4200

（株）みつも塗装 3,000 －4011無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県大野城市仲畑４－２３－１０〒816-0921

清瀨　竜一101579

TEL 0930-24-5395

（株）船津工務店 20,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県行橋市大橋２－１４－２６〒824-0003

舩津　鎮男101582

TEL 0948-23-4025

（株）建大 5,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市小正８０５－２〒820-0089

大崎　剛101583

TEL 0948-23-7832

佐藤鉄工所 －4010無個

建１
福岡県飯塚市太郎丸３８－２〒820-0076

佐藤　一義101584

TEL 092-513-9090

（株）誠和堂 10,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市博多区金隈３－９－７〒812-0863

山口　慎仁101585

TEL 092-803-2478

（有）クリエイティブ・ゼン 3,000 －4001無法

建１塗１
福岡県福岡市早良区重留３－３７－４〒811-1101

中村　登志雄101586

TEL 0942-33-8649

新山建設 －4002有個

建１
福岡県久留米市諏訪野町１８３０－４７〒830-0037

新山　順二101587

TEL 092-806-8330

（株）サンクス 30,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市西区今宿東３－３９－７〒819-0161

西村　信一郎101588

TEL 092-812-8030

（有）エムケイコーポレーション 5,000 －4001有法

絶１
福岡県福岡市西区戸切１－２－８〒819-0032

木村　光成101590

TEL 093-571-3867

（株）アルファ建築設計事務所 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区篠崎５ー３８ー６〒803-0861

白石　一清101592

TEL 092-894-7061

（有）タクト 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区羽根戸１９３－１〒819-0038

吉岡　清孝101595

TEL 0949-42-7610

（株）山口 5,000 －4004無法

建１内１
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋１６０４－４１〒807-1308

山口　友樹101598



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0930-22-3415

圭電工（株） 2,000 －4005無法

電１
福岡県京都郡苅田町与原２－１２－２１〒800-0323

和田　義徳101600

TEL 092-513-0520

（株）ＭＩＴ－ジャパン 15,000 －4011無法

建１屋１板１内１
福岡県大野城市乙金東１－２－６３〒816-0901

馬渡　卓101601

TEL 092-558-1835

（株）開発工業 5,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市南区日佐２－２７－１５〒811-1313

岡田　豊101603

TEL 0942-32-8710

（株）セイコウ建材 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市東櫛原町３１５〒830-0003

長田　順和101605

TEL 0949-23-4000

（株）ＫＰＳ 3,000 －4004無法

絶１
福岡県直方市大字中泉８５４－１３〒822-0011

山下　渉101608

TEL 093-965-3933

（株）Ｙ．Ｍ．ＴＥＣ 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉南区横代南町３－２－３０〒802-0826

山中　肇101611

TEL 092-589-3123

遊景産業（株） 5,000 －4001有法

土１と１鋼１舗１機１
福岡県福岡市南区警弥郷１－１５－１０〒811-1324

佐田　直樹101612

TEL 092-324-2023

（有）彩建事務所 3,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市板持２－１４－３４〒819-1101

松本　正彦101613

TEL 092-719-1170

昴コーポレーション（株） 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区下原２－２２－３６〒813-0002

鶴田　晃一101614

TEL 0948-23-7977

西島組 －4010無個

土１
福岡県飯塚市伊岐須２１９－８〒820-0053

西島　康101619

TEL 0948-28-1764

徳永工務店 －4010無個

建１
福岡県飯塚市弁分４９１－６〒820-0088

徳永　篤101620

TEL 0930-23-8882

（株）周防 6,500 －4005有法

管１機１
福岡県行橋市大字高瀬１０９－３〒824-0027

池田　健101621

TEL 092-475-8818

（株）環衛サービス 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－２－２３〒812-0013

伊勢田　隆太101623
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令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-806-3616

（合）松本造園 3,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区今宿町１９２－３〒819-0164

國友　光101624

TEL 093-701-5601

（株）ビートテック 12,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市若松区南二島２－３－２９〒808-0109

山形　晃司101625

TEL 092-922-8170

（株）エムアイ 10,000 －4011有法

と１
福岡県太宰府市大字大佐野８０７－１００〒818-0134

安元　晃101626

TEL 0942-75-8185

（有）佐々木水道設備 3,000 －4002無法

管１
福岡県小郡市津古１３３３－１〒838-0102

佐々木　康博101627

TEL 093-512-3222

（株）タフ 21,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区米町２－２－１〒802-0003

四戸　浩章101628

TEL 0942-27-1103

（有）セイケン 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市荒木町下荒木１０５６ー１〒830-0066

福留　広人101633

TEL 092-504-5201

大野企業（株） 10,000 －4011有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県大野城市御笠川４－１－８〒816-0912

原　道敏101635

TEL 0947-44-2633

（有）村上開発 6,000 －4009有法

土１建１と１管１舗１し１園１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１８２２－６〒827-0003

村上　良一101636

TEL 0948-82-4198

シバタメンテナンス（有） 3,000 －4010有法

機１
福岡県飯塚市綱分１８４３〒820-0101

瀬戸　博文101637

TEL 0948-62-3992

（株）香翠園 5,000 －4010有法

土１建１と１舗１園１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師８－３〒820-0607

中塚　梅友101638

TEL 0930-33-5526

村上工務店 －4005無個

建１
福岡県京都郡みやこ町彦徳１９２〒824-0122

執行　一弘101639

TEL 093-681-2523

（株）野口鉄工 5,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県北九州市八幡東区枝光１ー７ー３〒805-0002

野口　悦二101640

TEL 092-504-9020

（株）共立 20,000 －4011有法

土１石１タ１舗１園１
福岡県大野城市大池１－７－１４〒816-0904

中井　英俊101641



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

842頁

福岡県
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TEL 092-881-8639

藤野断熱 －4001無個

絶１
福岡県福岡市西区福重４－１６－１５〒819-0022

藤野　正道101643

TEL 092-516-2583

（有）システムサポート 3,000 －4011有法

電１内１
福岡県春日市松ヶ丘５－１－１〒816-0843

藤田　一成101645

TEL 0944-63-3222

（株）幸龍 20,000 －4003無法

土２と２管１舗２し２水２解２
福岡県みやま市瀬高町濱田２４３－９〒835-0016

和泉　達明101647

TEL 092-881-3060

新栄電業（有） 4,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市西区野方６－６－２８〒819-0043

新ヶ江　光昭101650

TEL 0949-42-0971

（株）藤田組 9,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延１６５９－１〒807-1305

藤田　清晴101651

TEL 0947-45-2249

田丸建設 －4009無個

建１
福岡県田川市寿町６－６１〒825-0017

田丸　泰博101653

TEL 093-953-9494

（株）誠和電技 5,000 －4008無法

電１管１機１通１
福岡県北九州市小倉北区南丘１－２－５〒803-0863

和泉　誠二101656

TEL 0942-51-8381

ナカムラスペースデザイン（株） 10,000 －4002無法

建１内１
福岡県久留米市本山２－１４－５〒830-0056

中野　弘明101658

TEL 0942-38-1070

（有）サクセス 8,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市東和町６－７〒830-0035

保坂　豊101659

TEL 0942-26-4845

（株）井上工務店 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市安武町武島４９－２〒830-0071

井上　博年101660

TEL 092-925-7691

（株）アルク建築 1,000 －4011有法

土１建１と１内１解１
福岡県太宰府市坂本２－６－８〒818-0133

平　　茂101661

TEL 0930-23-1185

切江建築 －4005無個

建１
福岡県行橋市大字稲童８４６－６〒824-0022

切江　貴悟101668

TEL 093-245-8226

（株）ミツル 3,000 －4008無法

建１と１鋼１解１
福岡県中間市大字上底井野７３２－１〒809-0003

井上　聖明101669



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

843頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-612-2319

（株）九設工 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区沖田１ー１ー３４〒807-0077

堀口　綾101670

TEL 093-531-8273

（有）崇建 5,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区長浜町１５－１６〒802-0013

松浦　崇行101672

TEL 093-618-5192

（有）隆栄設備 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区高江１ー３ー２６〒807-1152

林田　隆昭101673

TEL 092-881-9743

久保設備建設 －4001無個

建１管１
福岡県福岡市西区生の松原４－２８－４〒819-0055

久保　典男101674

TEL 093-882-1030

（株）リューズ 10,000 －4008有法

建１と１塗１防１内１解１
福岡県北九州市戸畑区中原東３ー１２ー２０〒804-0012

山本　龍二郎101676

TEL 0942-27-3991

（有）藤光建設 20,000 －4002無法

土１と１解１
福岡県久留米市藤光町９２５－１９４〒830-0054

菊池　昭博101677

TEL 0947-22-5787

新免造園建設（株） 1,000 －4009有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県田川郡福智町弁城１３２４－７〒822-1212

田村　やよい101678

TEL 092-564-1616

（有）リ・ルームクロス 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区鶴田３－１７－１８〒811-1352

吉川　幸寿101679

TEL 092-738-5666

河野建設（株） 5,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県福岡市中央区今川１－７－９－２０４〒810-0054

河野　孝一101682

TEL 092-935-4718

（株）アクト・ビズ 10,000 －4001有法

石１管１
福岡県糟屋郡志免町南里３－１１－７〒811-2207

稲永　明弘101685

TEL 092-503-0895

（株）東和金物商会 30,000 －4001有法

と１鋼１解１
福岡県福岡市博多区金の隈３－１１－１１〒814-0063

宜本　穣治101686

TEL 092-629-0210

（株）濵田産業 5,000 －4001無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区筥松２－６－３０－２〒812-0061

濵田　秀101687

TEL 092-674-2300

（有）トウセツ 3,000 －4001無法

土１管１
福岡県福岡市東区下原１－１８－１５〒813-0002

荒津　義久101688



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

844頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-941-5821

（有）フクエ 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡新宮町的野４２０－２〒811-0104

片江　清幸101691

TEL 092-322-1954

大町建具店 －4001無個

具１
福岡県糸島市香力１１０－２〒819-1147

大町　元城101699

TEL 092-581-8121

（株）共和設備工業 9,000 －4011無法

管１水１
福岡県大野城市白木原１－７－４５〒816-0943

山本　周五郎101700

TEL 092-588-6777

西部工建（株） 10,000 －4011有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県春日市小倉３－２１２〒816-0824

阿部　義和101702

TEL 092-263-7914

ホクエイ工業 －4001無個

と１解１
福岡県福岡市博多区住吉３－１５－７〒812-0018

木村　頼子101703

TEL 0944-88-0011

（株）蒲池 5,000 －4003無法

内１
福岡県大川市大字北古賀４－７〒831-0032

蒲池　幸都101706

TEL 0944-22-5251

（株）コヤナギ 3,000 －4003有法

土１大１左１と１石１屋１鋼１舗１板１ガ１塗１防１具１解１
福岡県みやま市高田町徳島１８８－３〒839-0211

小柳　揚治101710

TEL 0948-24-6414

田代吹付塗装（株） 3,000 －4010無法

塗１
福岡県飯塚市中５２３－１１〒820-0065

田代　正和101711

TEL 0948-72-0066

（株）ソウケン 5,000 －4010無法

土１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市大分７６０－１〒820-0712

渡邊　拓嗣101712

TEL 092-323-0620

武建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市香力２７１－８〒819-1147

有田　武延101713

TEL 092-405-3533

ＮＥ機設（株） 3,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市天拝坂４－５－１〒818-0053

脇本　健太郎101715

TEL 0940-36-7656

（有）ミント 3,000 －4008有法

鋼１内１
福岡県宗像市日の里９－３０－１５〒811-3425

池淵　辰彦101716

TEL 0942-75-6584

小川住宅建設 －4002無個

建１
福岡県小郡市津古１１４５〒838-0102

小川　貴照101719



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

845頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-738-6301

カイサ建設（株） 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市中央区地行１－１１－３２－２０２〒810-0064

小畑　修101720

TEL 092-710-7745

（株）アイディコレクション 10,000 －4001有法

管１内１
福岡県福岡市東区多の津４－１８－２７〒813-0034

大坪　龍二101721

TEL 092-918-5300

（有）杉工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市大字永岡１３１４－１１４〒818-0066

杉　敏光101725

TEL 0944-53-2527

（株）瀬口組 40,000 －4003有法

土２建２大１左１と２石１屋１タ１鋼１筋１舗２し２板１塗１防１内１具１水２解２
福岡県大牟田市大字草木字北の前２９３－１〒837-0917

瀬口　直紀101729

TEL 092-713-0105

（株）住まいえ 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区薬院２－３－１ＮＫビル４階〒810-0022

　木　秀樹101731

TEL 093-591-2112

（有）ヤマカツ建設 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉北区篠崎３ー１１ー６〒803-0861

山田　勝治101732

TEL 093-965-2001

山光建設（株） 3,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区蒲生５－４－２０〒802-0978

吉川　孝101733

TEL 093-332-2460

コスモ海洋（株） 48,000 －4008有法

土２と２石２鋼２し２解２
福岡県北九州市門司区栄町１１－９〒801-0863

金丸　市郎101734

TEL 09-230-1115

（株）カナコギ塗装 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区町上津役東１－７－３２〒807-0073

鹿子木　隆101735

TEL 093-551-3342

（株）九州ルックス 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉北区小文字１－４－３〒802-0037

橋爪　修雄101736

TEL 093-601-1615

（株）北九技工 2,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市八幡西区泉ヶ浦３ー２０ー２７〒807-0854

竹松　智浩101737

TEL 093-980-7230

ケイ・プロダクツ（株） 10,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区若富士町１－２６〒802-0063

久保　嘉孝101739

TEL 093-291-5515

（有）伊藤機工 3,000 －4008有法

管１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良３５０－４１〒811-4311

伊藤　直徳101741



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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TEL 0944-87-3790

角建具製作所 －4003無個

具１
福岡県大川市大字鬼古賀１５０－２〒831-0024

角　義行101743

TEL 0942-62-5289

エムアイデザイン －4002無個

建１
福岡県久留米市城島町楢津１０－４はらビル２Ｆ〒830-0211

森山　和義101744

TEL 092-584-8481

（合）本田装工 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区諸岡６－３０－３０〒812-0894

本田　鉄雄101746

TEL 092-661-3531

（株）アイエスプランニング 19,000 －4001有法

土１と１電１鋼１舗１塗１通１消１解１
福岡県福岡市東区下原４－１２－２９〒813-0002

田中　新一101753

TEL 0944-73-3964

（株）マツウラ 39,000 －4003有法

土１建２電２管１舗１塗２防２内２消１解２
福岡県柳川市三橋町江曲１３７－２〒832-0825

松浦　文人101755

TEL 092-937-2087

安河内建設（株） 5,000 －4001有法

建１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０２２－３〒811-2112

安河内　正幸101758

TEL 092-404-3331

（株）サン・プラザホーム 40,000 －4001有法

土１建２
福岡県福岡市南区桧原７－５６－１７〒811-1355

冨田　博文101759

TEL 0946-22-1088

ヒロ　リ・ホーム －4006無個

建１大１内１
福岡県朝倉市甘木２０６４－３〒838-0068

中野　裕史101763

TEL 092-571-7470

（株）グローバル 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区麦野５－２－１－１０４〒812-0882

森田　英雄101764

TEL 0930-32-3677

（株）松村機械産業 10,000 －4005有法

鋼１機１
福岡県京都郡みやこ町勝山長川８４４－１０〒824-0812

松村　誠101767

TEL 093-571-5428

（株）カサイシグナル 10,000 －4008無法

消１
福岡県北九州市小倉北区木町二丁目１５番１０号〒803-0851

山口　明光101770

TEL 092-211-3000

夢現工業 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市城南区片江３－３３－５〒814-0142

菰田　武司101774

TEL 092-623-8684

エムティクス設備（有） 3,000 －4001無法

消１
福岡県糟屋郡志免町別府西２－２３－３－６０７〒811-2232

中馬　高志101776



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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TEL 092-791-6100

（株）シフトライフ 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区天神４－２－２０〒810-0001

樋口　由紀夫101777

TEL 092-844-5663

（有）宮坂工務店 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区有田２－３０－１〒814-0033

宮坂　雅俊101778

TEL 092-953-7401

ベステック（株） 10,000 －4011無法

建１タ１
福岡県那珂川市中原東１－２－３〒811-1214

金子　大介101779

TEL 0947-72-3789

（株）坪根工務店 2,000 －4009無法

左１
福岡県田川郡川崎町大字安眞木２１１５〒827-0001

坪根　保男101783

TEL 0930-24-5666

湯越電気 －4005無個

電１
福岡県京都郡苅田町新津２８７－１８〒800-0344

湯越　義信101785

TEL 0930-32-8100

向井建設 －4005無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山浦河内７４７－１〒824-0814

向井　勲101788

TEL 0948-65-3476

（有）藤嶋電工 5,000 －4010無法

土１電１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師４１７６－１〒820-0607

藤嶋　宏次101795

TEL 0949-33-2077

（株）ナカキ 5,000 －4004無法

土１建１と１鋼１舗１水１解１
福岡県宮若市鶴田２２６５－６〒823-0002

中村　三千代101797

TEL 0942-44-9175

安冨工業 －4002無個

塗１防１
福岡県久留米市御井旗崎３－６－２７〒839-0841

安冨　隆文101805

TEL 0943-24-3590

松﨑住工 －4007無個

土１建１
福岡県八女市酒井田４５９－７〒834-0042

松﨑　信夫101807

TEL 0942-65-9130

ＩＮＡＭＡＳＵ －4002無個

塗１防１
福岡県久留米市東合川４－８－１１〒839-0809

稲益　正則101808

TEL 093-555-3615

（有）明治工業 3,000 －4008無法

電１管１機１
福岡県北九州市小倉北区日明５－２－４７〒803-0831

明治　義孝101810

TEL 093-641-1734

（株）高信産業 5,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区若葉３ー１３ー３２〒806-0066

川口　高伸101811



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

848頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-651-1144

（有）神谷工務店 3,000 －4008無法

土１建１と１解１
福岡県北九州市小倉北区真鶴２ー８ー１８〒803-0844

神谷　武101816

TEL 092-741-6982

太陽商事（株） 10,000 －4001有法

塗１
福岡県福岡市中央区港２－１４－８〒810-0075

山口　哲也101817

TEL 092-963-1335

（株）みやぎ電気 2,500 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡新宮町新宮東１－１－１－１０７〒811-0124

宮城　茂太郎101818

TEL 092-451-6555

ふようテック（株） 13,000 －4001有法

建１管１消１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３〒812-0013

立花　正臣101828

TEL 0943-47-2300

小森昌寿園 －4007無個

土１園１
福岡県八女市矢部村矢部１３６〒834-1402

小森　加寿博101829

TEL 092-812-2532

（株）あいわ 3,000 －4001無法

土１大１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区四箇６－１６－３９〒811-1103

藤嶋　かおる101834

TEL 092-641-8631

（株）藤原組 50,000 －4001有法

土２と２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市東区箱崎６－１１－３４〒812-0053

藤原　定司101836

TEL 092-953-6271

福岡建設（株） 10,000 －4011無法

建１大１と１内１解１
福岡県那珂川市恵子４－４－８〒811-1255

古澤　学101837

TEL 0947-32-4808

香春設備 －4009無個

土１管１水１
福岡県田川郡香春町大字香春１５５９－４〒822-1406

松井　良憲101840

TEL 093-551-3245

（有）友建 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉北区大田町９ー１９〒802-0015

田村　純一101844

TEL 093-602-6405

岡本硝子（株） 10,000 －4008無法

ガ１
福岡県北九州市八幡西区本城１ー４ー２８〒807-0801

岡本　春雄101846

TEL 093-981-0820

（株）北九州総建 3,000 －4008有法

建１内１具１
福岡県北九州市八幡西区香月西３－６－２４〒807-1103

井上　武101848

TEL 093-618-7017

ヨシタケ工業（株） 2,000 －4008無法

建１と１
福岡県北九州市八幡西区馬場山緑１４ー１１〒807-1133

吉竹　雄也101849



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-283-2085

大島工業 －4008無個

筋１
福岡県遠賀郡岡垣町桜台１２ー７〒811-4217

大島　雪夫101850

TEL 093-771-1238

（株）杉尾工業 1,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区大字安瀬６４ー１〒808-0022

杉尾　晴彦101851

TEL 093-652-3133

（株）太平洋興業 10,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡東区山路松尾町１４－５〒805-0033

渡邊　美千代101854

TEL 092-591-0351

（有）久保ネオン 5,000 －4011無法

電１鋼１
福岡県春日市桜ケ丘２－２３〒816-0872

久保　孝治101856

TEL 092-596-9104

（株）カスガデンキ 3,000 －4011無法

電１
福岡県春日市春日１０－２０－１〒816-0814

谷本　正見101858

TEL 092-865-2961

（株）アクアテック 10,000 －4001無法

と１管１
福岡県福岡市城南区七隈６－２－７〒814-0133

能見　頼博101860

TEL 092-554-3310

（株）ＴＲＮ 20,125 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区向野１－２１－１〒815-0035

中島　克己101861

TEL 092-558-2511

ジョイサービス（株） 20,000 －4011有法

土２と１電２管１鋼１舗１塗１通１解１
福岡県大野城市御笠川３－１４－１１〒816-0912

岡木　伸泰101863

TEL 0946-21-6000

筑紫工業（株） 3,000 －4006無法

建１鋼１
福岡県朝倉市下浦１５２４〒838-0055

筑紫　泰101864

TEL 092-588-6129

ウエムラ電気サービス －4011無個

電１
福岡県春日市須玖南８－７９〒816-0863

上村　明義101865

TEL 0944-52-3532

九州プラント（有） 3,000 －4003無法

絶１
福岡県大牟田市宝坂町１－２－２〒836-0861

青木　治夫101866

TEL 092-502-1938

（有）富士電通サービス 3,000 －4011無法

通１
福岡県大野城市山田５－７－７〒816-0922

篠原　千明101867

TEL 0944-72-7193

コウグチ －4003無個

建１
福岡県柳川市有明町７４６－１６〒832-0054

髙口　徳明101869



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

850頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-44-1963

上野建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市高良内町１０３９〒839-0852

上野　幸一101871

TEL 0944-67-3377

江上建築工房 －4003有個

建１
福岡県みやま市高田町田浦８８４〒835-0133

江上　敦洋101872

TEL 092-574-5125

（株）スペースギア 5,000 －4011無法

建１内１
福岡県大野城市仲畑４－１－４０〒816-0921

長　　栄二101876

TEL 093-245-1276

田津工務店 －4008無個

建１
福岡県中間市大辻町１９ー１１〒809-0026

田津　秀雄101877

TEL 093-581-3974

（有）九州ボイラ 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区井堀１－１９－１１〒803-0835

増木　健文101879

TEL 092-805-4400

（株）谷口装研 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市西区大字田尻２３７１〒819-0383

谷口　勝幸101880

TEL 092-952-1146

（株）アートシステム 3,000 －4011有法

建１
福岡県那珂川市片縄９－４６〒811-1201

中野　義郎101881

TEL 093-592-8805

（有）ドイ建築 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区高峰町１１ー１〒803-0826

土居　正明101882

TEL 0948-42-0237

田中襖店 －4010無個

内１
福岡県嘉麻市鴨生１７２－９〒820-0206

田中　早人101884

TEL 093-693-2017

（株）セイワ 10,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県北九州市八幡西区本城１－１２－２７〒807-0801

松浦　俊介101885

TEL 0944-54-1252

（株）雫石工業 3,000 －4003無法

機１
福岡県大牟田市通町２－１７２－９〒836-0805

雫石　大輔101886

TEL 0942-34-7777

（株）アイコーホームサービス 80,000 －4002有法

管１
福岡県久留米市津福本町８５３－１〒830-0047

宮原　洋人101887

TEL 0944-74-0384

野口塗装店 －4003無個

建１塗１
福岡県柳川市蒲生９７５－１〒832-0001

野口　順治101888



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-38-1998

（有）元気電工 5,000 －4002無法

電１通１
福岡県久留米市大石町１７１〒830-0049

中島　誠101890

TEL 0942-23-6509

末石工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市山内７４１〒834-0012

末石　栄治101891

TEL 092-691-8833

ケイアンドケイ（有） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区蒲田２－１６－１９〒813-0023

川口　ひとみ101895

TEL 0946-25-0298

大倉建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市千手２３７－１〒838-0017

大倉　実101896

TEL 0943-75-4184

（株）ウスイ創建 3,000 －4002無法

内１
福岡県うきは市吉井町福永１２６－７〒839-1305

臼井　広文101901

TEL 0947-22-0796

（株）丸文 5,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡福智町金田９２－１５〒822-1201

植田　栄二101902

TEL 092-894-5181

吉原建装 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区小戸１－４４－２２〒819-0001

吉原　秀樹101904

TEL 092-213-3320

鹿島電機（株） 8,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市城南区東油山５－１５－２９〒814-0155

鹿島　功次101905

TEL 0948-82-2455

（株）関組 12,000 －4010無法

土１建１舗１
福岡県飯塚市赤坂６３６－１３１〒820-0106

関　末男101908

TEL 0942-47-3685

（株）伊藤塗装店 5,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市善道寺町飯田３５１－１〒839-0824

伊藤　靖広101909

TEL 0943-75-3065

藤原組 －4002無個

建１
福岡県うきは市吉井町１２５１－６〒839-1321

藤原　博101912

TEL 093-881-6250

（株）安東電工 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区東大谷３－１７－６〒804-0031

安東　茂実101915

TEL 093-617-6939

香月園芸 －4008有個

園１
福岡県北九州市八幡西区大字野面１４７５〒807-1262

香月　慶峰101916
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令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-691-1319

（有）カネタケ 5,000 －4008有法

土１建１と１管１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸５ー８ー１２〒807-0851

兼竹　義彦101917

TEL 093-474-0056

（有）くにさきトレーディングカンパニー 3,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市小倉南区長野本町３－１０－１〒800-0241

阿部　明浩101921

TEL 092-401-7700

ヤマト建設（株） 5,000 －4001有法

土１建１大１と１屋１鋼１舗１内１解１
福岡県福岡市早良区田隈２－１０－１１〒814-0174

神﨑　秀樹101925

TEL 092-553-8520

青葉ホーム －4001無個

建１
福岡県福岡市南区大橋４－１６－８－１０２〒815-0033

梅野　末廣101927

TEL 092-692-2075

酒井建設（株） 40,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
福岡県福岡市東区青葉１－１１－５〒813-0025

酒井　謙二101928

TEL 0947-42-1241

コクサイ商事（株） 20,000 －4009有法

内１
福岡県田川市夏吉３９５－２〒825-0004

田中　睦久101929

TEL 0948-24-0500

（株）アイ・インテリア 10,000 －4010無法

建１大１左１と１屋１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県飯塚市川島１〒820-0002

松山　哲也101930

TEL 092-954-3287

（株）Ｎ．アート 5,000 －4011無法

石１タ１
福岡県那珂川市片縄北６－１５－２〒811-1203

蘇木　重行101931

TEL 092-589-2563

（有）誠電気 3,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市大字牛頸４－３〒816-0971

小坂　洋充101933

TEL 0940-43-0911

（有）シンワテック 3,000 －4008無法

土１建１と１石１電１管１鋼１舗１塗１通１水１
福岡県福津市西福間１－３０－２３〒811-3219

了戒　眞一101935

TEL 092-408-9858

シミズ商会（株） 4,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市南区大橋２－１９－３－１１０３〒815-0033

清水　洋一101936

TEL 092-952-7363

（有）原重設 8,000 －4011無法

機１
福岡県那珂川市大字成竹９２３〒811-1235

水川　博101937

TEL 092-834-5485

（株）Ｔ・Ｐ・Ｔ 1,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市西区今宿１－４－２４－２０１〒819-0167

藤嶋　理久子101938
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-561-2428

サンエス・ロード（株） 10,000 －4008無法

土１と１塗１防１水１
福岡県北九州市小倉北区高峰町８－１６〒803-0826

眞辺　敬一101940

TEL 092-894-6623

（株）ひよ研 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市西区捨六町２－３－２３〒819-0041

安部　富実子101942

TEL 092-935-6908

ナカムタ －4001無個

土１と１舗１
福岡県糟屋郡志免町別府北２－２－１－８０３〒811-2233

中牟田　淳101943

TEL 092-691-5527

（株）カネコ 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区青葉３－１９－７〒813-0025

金子　宗親101944

TEL 092-621-7905

（株）九州緑営 1,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市博多区空港前４－１－２６〒812-0002

太田　亮一101945

TEL 092-872-1177

（有）エー・オー・エス 3,000 －4001有法

防１
福岡県福岡市城南区樋井川４－１８－１〒814-0153

城戸　憲弘101948

TEL 092-707-0991

（株）コンセプト 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市中央区大名２－１０－３８ディー・ウィングタワー２Ｆ〒810-0041

小林　正志101949

TEL 092-554-3111

（株）ビッグストーン 10,000 －4001有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県福岡市南区長住１－５－１〒811-1362

大石　政邦101950

TEL 092-707-7737

（有）トップワン 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区田村２－１４－１８〒814-0175

宮崎　倫則101951

TEL 092-323-0330

吉岡設備 －4001無個

管１
福岡県糸島市神在西３－２１－２０〒819-1148

吉岡　忠則101952

TEL 092-926-3984

（有）トレイス 3,000 －4011無法

大１
福岡県筑紫野市山家４６０３〒818-0003

三宅　和彦101955

TEL 093-751-5141

（株）良地 10,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県北九州市若松区響町１－９０－８〒808-0021

石川　昇101956

TEL 093-472-6016

（有）さかえフロアー 3,000 －4008有法

左１
福岡県北九州市小倉南区下貫３ー２０－３２〒800-0236

佐藤　栄一101957
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-571-0049

（有）九総工業 3,000 －4008有法

電１管１機１
福岡県北九州市小倉北区井堀３ー２６－１８〒803-0835

田中　正生101958

TEL 0942-43-2738

（有）近藤電気工事 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市青峰１－２２－２１〒839-0853

近藤　則行101960

TEL 092-502-0666

（株）タツミクリエート 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区日佐５－８－１８〒811-1313

松尾　辰視101963

TEL 092-805-3888

（株）アオキ建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区大字飯氏９０１－１〒819-0371

青木　正行101964

TEL 0930-24-7997

（有）山口電設 3,000 －4005無法

電１
福岡県行橋市大字下稗田１３０７－３〒824-0054

山口　徹也101965

TEL 092-935-9821

（株）桑田建設 5,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県糟屋郡志免町桜丘１－４－１３〒811-2201

桑田　義博101966

TEL 092-623-2323

（株）九州建産 70,320 －4001有法

と１
福岡県福岡市東区松島３－２１－７〒812-0066

太田　新治101967

TEL 092-403-3082

（有）デザイン見聞録 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区長丘５－２４－２２－１０１〒815-0075

細川　文太101968

TEL 093-619-0151

（株）創心工業 3,000 －4008無法

建１と１内１解１
福岡県北九州市八幡西区馬場山東１ー４ー１６〒807-1131

森本　和久101970

TEL 092-322-7340

（株）ヘイアンユニティ 4,000 －4001無法

電１管１
福岡県糸島市井原１１８６〒819-1582

太田　恒美101971

TEL 0947-63-4306

（株）米丸電気 5,000 －4009有法

電１通１
福岡県田川郡大任町大字大行事４２８０－１〒824-0512

米丸　憲作101974

TEL 0943-23-3028

坂本建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町山崎１７２０－１〒834-0081

坂本　達也101975

TEL 0944-54-5320

（有）西田舗道 3,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県大牟田市南船津町４－１２－１１〒836-0075

西田　沙織101976
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TEL 0942-22-7745

（有）富松電気商会 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市南４－１３－２１〒830-0051

富松　宗俊101977

TEL 0944-86-3420

（株）オーエス 3,000 －4003無法

塗１
福岡県大川市大字榎津４０３〒831-0004

筬島　貴宏101978

TEL 0944-76-3683

（有）エヌ・ケー工業 3,000 －4003無法

土１と１
福岡県柳川市大和町中島２２２１〒839-0254

西田　五十三101979

TEL 0942-27-6600

アイスマン（株） 25,000 －4002無法

建２管２機１
福岡県久留米市宮ノ陣３－６－２３〒839-0801

秋山　知昭101980

TEL 0943-45-0329

鍋田鉄工 －4007無個

建１鋼１
福岡県八女市黒木町木屋４２６５－３〒834-1204

鍋田　道則101981

TEL 0949-32-0575

中田建設（有） 10,000 －4004無法

土１建１解１
福岡県宮若市龍徳１４７８〒823-0001

中田　克彦101982

TEL 093-621-2105

（株）犬童建設 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水２－４－１０〒806-0051

犬童　哲二101983

TEL 0930-32-3565

竹本建設 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡みやこ町勝山大久保３８１０－１〒824-0801

毛利　元憲101985

TEL 093-435-0560

（株）ＦＮコントロール 3,000 －4005有法

通１
福岡県京都郡苅田町鳥越町１０－２３〒800-0304

中村　文博101988

TEL 0944-51-4480

松﨑建設 －4003無個

建１大１
福岡県大牟田市大字今山４３５７－３〒837-0922

松﨑　源美101991

TEL 0942-27-5853

種子尾建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市西町８９０〒830-0038

種子尾　利浩101992

TEL 092-885-2531

タクミ電業 －4001無個

電１
福岡県福岡市西区上山門２－１０－１６〒819-0054

岡東　信明101996

TEL 0944-64-9922

福山塗装工業 －4003無個

塗１
福岡県みやま市高田町飯江２７７－１〒835-0134

福山　雅哉101997
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TEL 0944-88-8855

（有）光和 5,000 －4003無法

管１
福岡県みやま市山川町尾野１６３４－１〒835-0102

築地原　和寛101998

TEL 0947-73-4966

（株）城戸工務店 3,000 －4009無法

土１建１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１０５５－１〒827-0003

城戸　貴敬101999

TEL 0948-82-4643

（株）ヤマシン開発 10,000 －4010有法

土１建１
福岡県飯塚市有安１１２〒820-0111

山本　秀子102006

TEL 0942-62-2146

中島建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市城島町城島２３５－７〒830-0207

中島　安之助102007

TEL 0942-64-5816

（株）和水住設 1,350 －4002無法

管１
福岡県久留米市三潴町清松２４９－３〒830-0116

中園　誠二102008

TEL 0942-27-9046

（株）ベルカイト 8,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市上津町２２２８－１７３０〒830-0052

小谷川　鈴司102009

TEL 0942-27-2536

ＦＥＥＬ －4002無個

建１
福岡県久留米市大善寺町夜明８０１－１〒830-0074

古賀　浩信102010

TEL 0942-45-2759

梅本工業（有） 5,000 －4002無法

と１解１
福岡県久留米市御井旗崎２－１９－２〒839-0841

梅本　陽介102011

TEL 0940-33-2228

花正建設 －4008無個

建１
福岡県宗像市徳重１５６－４〒811-4164

星山　正平102012

TEL 092-586-2690

（株）１４８ 3,000 －4001無法

石１
福岡県福岡市博多区板付７－５－２－７０５〒812-0888

西山　暢哉102013

TEL 0944-88-3333

もりた住機設備（株） 20,000 －4003有法

土１建１大１電１管２内１水１
福岡県大川市大字酒見５１７〒831-0016

森田　哲二102016

TEL 092-477-5400

ユーテック九州（株） 5,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－２－１０〒812-0016

伊舎堂　惠子102019

TEL 092-831-3289

モリタ企画産業（株） 9,000 －4001無法

建１と１解１
福岡県福岡市城南区別府２－１２－３〒814-0104

森田　征幸102021
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TEL 092-281-7330

九州冨士エレベーター（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区大博町５－９〒812-0033

田代　哲也102025

TEL 092-976-0464

（株）ヨーダイ 10,000 －4001有法

管１
福岡県糟屋郡久山町大字山田８８－１〒811-2502

船越　亮平102028

TEL 050-35413430

ロジック（株） 5,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市西区大字今宿青木１０２０－１〒819-0162

松田　義樹102029

TEL 093-602-6655

石田建設（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区則松３－１４－５〒807-0831

石田　和久102030

TEL 093-331-9555

（株）甲斐建設 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
福岡県北九州市門司区ニ夕松町９ー５ー１００７〒800-0002

甲斐　剛志102034

TEL 093-321-0952

（株）宮前工務店 5,000 －4008無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県北九州市門司区葛葉２ー８ー４０〒800-0008

宮前　俊一102036

TEL 093-611-2937

（株）伊藤工務店 3,000 －4008無法

土１大１左１と１石１屋１タ１塗１防１内１具１
福岡県北九州市八幡西区町上津役東１ー１５ー３〒807-0073

伊藤　勝利102037

TEL 093-611-4637

（株）井上電気工事 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区下上津役３ー１３ー２〒807-0075

井上　義信102038

TEL 092-324-1111

（株）へいせい 100,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県糸島市前原西５－１－３１〒819-1117

西原　幸作102039

TEL 0940-32-0389

有吉工務店（株） 3,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市徳重１－１２－１０〒811-4164

有吉　一輝102040

TEL 092-327-3018

（有）よしい企画 3,000 －4001無法

消１
福岡県糸島市志摩師吉７０９－６２〒819-1314

吉井　信介102041

TEL 0942-77-5790

（有）テクノル九州 3,000 －4002無法

管１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１０７０〒830-1221

染矢　富士夫102042

TEL 092-957-4306

（有）野田産業 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒６６４－２〒811-2415

野田　勝將102045
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TEL 0944-63-3409

豊福造園土木 －4003無個

土１園１
福岡県みやま市瀬高町小川１４２２－１〒835-0023

豊福　美雄102047

TEL 092-574-2234

津村技建 －4011無個

筋１
福岡県春日市下白水南５－９５－５０２〒816-0846

津村　大作102048

TEL 092-952-7258

（有）ユーキ通信 3,000 －4011無法

電１通１
福岡県那珂川市大字西畑５９７－８〒811-1246

結城　博102050

TEL 092-681-7409

（有）ＮＩＣ．ナイガイ工業 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区香椎駅東１－３９－２１〒813-0012

柴尾　壽一102052

TEL 092-883-2070

Ｊ・Ｃ・Ｗ －4001無個

大１
福岡県福岡市西区拾六町４－２８－２８－８〒819-0041

末藤　栄二102053

TEL 092-561-0160

（有）ライフ・エース 3,000 －4001無法

と１管１塗１内１
福岡県福岡市南区和田２－１７－３〒811-1343

烏谷　征男102056

TEL 093-967-6705

（有）エムテック太陽 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区堺町２－１－１６－８０６〒802-0005

前川　衛102060

TEL 0948-21-4152

（有）ＭＥＣ 3,000 －4010有法

土１と１舗１
福岡県飯塚市相田２０２〒820-0052

井原　浩二102061

TEL 0943-32-2879

栗原建設 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字新代７９８－２〒834-0115

栗原　幸男102065

TEL 0943-42-2087

（輝）井手建設 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町木屋７７６３〒834-1204

井手　茂輝102067

TEL 092-926-1818

（株）　野電業社 10,000 －4011無法

電１消１
福岡県筑紫野市大字山家２９２７－３〒818-0003

　野　良雄102069

TEL 092-584-5202

（有）ＰＡＭエンジニアリング 3,000 －4011無法

電１
福岡県春日市春日公園８－１１－２〒816-0811

竹下　隆一102070

TEL 092-926-5503

春本工務店 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字山家４５１９－９〒818-0003

春本　安男102071
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TEL 092-504-6110

（株）アグリテック大野城 10,000 －4011有法

土１と１園１
福岡県大野城市川久保１－９－２０〒816-0905

村上　和生102072

TEL 092-215-4561

（有）システムアルファー 7,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市東区名子３－１－２８〒813-0024

松尾　伸吾102076

TEL 092-431-4131

（株）旭工務店 120,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１０－１３〒812-0016

吉弘　真二102077

TEL 092-432-9335

（株）デザイン・キュー 10,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－４－１７第５博多ＩＲビル６０３〒812-0016

石橋　久則102079

TEL 093-513-4434

（株）川口興産 10,000 －4008有法

建１大１と１筋１解１
福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘２ー２１ー６〒802-0052

川口　清102082

TEL 0947-32-7213

碧システム －4009無個

管１
福岡県田川郡香春町大字高野９０３－４〒822-1403

東　祐廣102085

TEL 0949-24-9440

（有）田向工業 3,000 －4004有法

板１
福岡県直方市大字畑２６０－５〒822-0004

田向　重昭102086

TEL 0948-26-5458

（株）Ｋ．Ｈ．Ｋ 9,500 －4010無法

土１と１舗１塗１水１解１
福岡県飯塚市平恒６０４番地１〒820-0073

岸川　敬太102087

TEL 093-771-2786

（有）平嶋工業 5,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市若松区迫田町８ー１７〒808-0041

平嶋　浩102089

TEL 0944-87-0544

内田建築 －4003無個

建１内１
福岡県大川市大字向島４７６〒831-0005

内田　拓穂102090

TEL 0944-53-2154

境畳商会 －4003有個

内１
福岡県大牟田市大字勝立２３２〒836-0886

境　親博102091

TEL 092-962-3566

九州エアネス（株） 5,000 －4001無法

と１管１
福岡県糟屋郡新宮町立花口４２４－１３〒811-0102

里村　憲一102093

TEL 092-400-5438

（株）福電工 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市早良区四箇６－２５－１９〒811-1103

一村　隆茂102096



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

860頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0930-26-1101

（株）エム・ビー・アイ 10,000 －4005有法

建１鋼１
福岡県行橋市行事八丁目８－１０〒824-0001

松尾　眞也102097

TEL 092-951-0022

（有）新建産業 3,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市今光５－１０８－１〒811-1211

野口　靖修102100

TEL 092-809-1277

横山設備工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市西区大字小田１２９６〒819-0203

横山　義博102105

TEL 092-325-2324

下村建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市二丈長石４６０〒819-1625

下村　悦夫102107

TEL 092-737-6664

（株）ＳＵＮＱＷＯＲＬＤ 8,200 －4001有法

塗１
福岡県福岡市中央区天神４－４－３０－４Ｆ〒810-0001

野田　孝一102108

TEL 092-409-5432

（有）諌山ステンレス工業 3,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２－２１－２８〒811-2101

諫山　剛之102109

TEL 092-751-5626

（株）新日本空調サービス福岡 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市中央区港３－１１－２７〒810-0075

松尾　龍亮102110

TEL 0949-25-9330

大真建設 －4004無個

土１と１
福岡県直方市大字下境３２１０〒822-0007

吉田　等102112

TEL 092-980-1714

裕建設 －4001無個

大１
福岡県福岡市早良区原５－８－１４〒814-0022

中島　常男102115

TEL 092-410-1122

ケイテック（株） 10,000 －4001無法

板１具１
福岡県古賀市青柳１２８８－７〒811-3134

久壽米木　隆102120

TEL 092-932-7475

（株）田中建設 9,000 －4001無法

土１水１
福岡県糟屋郡宇美町光正寺３－５－３２〒811-2123

田中　敢二102121

TEL 0944-52-6392

（株）橋本工務店 5,000 －4003有法

建１左１と１
福岡県大牟田市大字草木６７１－２〒837-0917

橋本　将史102123

TEL 0943-23-5287

松尾建設 －4007無個

建１
福岡県八女市本村１０３８－３〒834-0063

松尾　勝信102125



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

861頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-28-2358

エイシン開発 －4004無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県直方市大字下境３１７３〒822-0007

吉田　利伸102129

TEL 093-613-3365

（株）アットガーデン 3,000 －4008無法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森３ー３ー１第３石打ビル２Ｆ〒807-0843

黒木　一夫102133

TEL 093-451-9064

道原鉄筋工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉南区大字井手浦４２〒803-0189

道原　秀樹102134

TEL 093-981-0610

（株）ガンバテック 5,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市門司区新門司３－４８〒800-0115

折田　佳彦102135

TEL 092-596-1287

（有）中央建築 3,000 －4011有法

建１タ１
福岡県春日市松ケ丘６－１４〒816-0843

北浦　隆102136

TEL 092-503-8046

コシオ施工 －4011無個

左１石１タ１
福岡県大野城市乙金東３－６－１２〒816-0901

小塩　和義102137

TEL 092-952-6335

エムケイシステム －4011無個

電１
福岡県那珂川市片縄１－５７－１〒811-1201

松原　敏也102138

TEL 0949-32-2030

（株）和田企画 5,000 －4004無法

建１大１左１屋１板１塗１防１内１絶１
福岡県宮若市本城１４３３－２〒823-0003

和田　茂102144

TEL 0942-43-5797

溝上組 －4002無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県久留米市山川町１３２８－２〒839-0817

溝上　博文102145

TEL 092-555-5653

（株）ＴＡＯ 8,000 －4001無法

と１内１
福岡県福岡市南区和田２－１７－３５〒811-1343

濱貝　吉則102146

TEL 0946-21-8780

（株）サイテックス 55,000 －4006有法

土１
福岡県朝倉市持丸８０６－１〒838-0015

才田　善之102147

TEL 0946-52-1037

田中技建 －4006無個

土１と１
福岡県朝倉市比良松６０４－２〒838-1303

田中　貞利102148

TEL 0946-21-9000

（有）テクニカル九州 20,000 －4006有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県朝倉市中原１７２〒838-0056

藤田　貴史102149



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

862頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-771-1540

田中建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区老松２ー１ー６〒808-0032

田中　学102150

TEL 093-921-7361

（株）セイコー電子 15,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区片野新町１－５－１６〒802-0062

末永　勝平102153

TEL 093-883-6194

（有）さくら工業 10,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区上香月４－６－１８〒807-1101

櫻井　宏樹102154

TEL 093-873-8858

九進工業 －4008無個

と１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－２－３８－３〒804-0031

寺田　慎一102155

TEL 093-691-8400

（株）エイワ 16,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区浅川９４２ー２〒807-0877

自見　修真102156

TEL 093-671-6510

ソウケン工業（株） 30,000 －4008無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県北九州市八幡東区山王２－２－８〒805-0017

小川　篤雄102161

TEL 093-482-6737

ディスメンタル（株） 5,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区相生町１２－６〒806-0044

福　　朋廣102162

TEL 092-952-2297

柴田産業建設（株） 5,000 －4011無法

土１と１解１
福岡県那珂川市大字山田５０３〒811-1244

柴田　美代子102164

TEL 092-205-3333

（株）功和 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区香椎６－１１－２０〒813-0011

中島　和博102170

TEL 092-652-1074

（株）國府建装 1,000 －4001無法

塗１防１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋６０６－２〒811-2308

國府　英史102171

TEL 092-781-2638

瓦道 －4001無個

屋１
福岡県福岡市中央区港２－１－９－１０５〒810-0075

大道　一信102172

TEL 092-951-6661

（株）早田建築 8,000 －4011無法

建１鋼１
福岡県那珂川市大字別府３７９－２１７〒811-1245

早田　雄一102176

TEL 093-603-4774

（株）阿部コーポレーション 10,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市八幡西区則松東１丁目１２－１１〒807-0837

阿部　英二102178



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-203-5530

（株）エイダイ 10,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡水巻町二西３－１９－２９〒807-0055

岡本　聲八102179

TEL 093-434-5463

（有）前田住建 5,000 －4005無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県京都郡苅田町神田町２－２５－１３〒800-0361

前田　賢文102181

TEL 0942-45-1639

（株）古賀久組 5,000 －4002無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県久留米市青峰１－８－３〒839-0853

山口　元治102182

TEL 0947-46-4122

（有）サンコー 10,000 －4009有法

管１機１
福岡県田川市大字伊田２５４２－７〒825-0002

松岡　登102188

TEL 093-531-2936

日建金属（株） 20,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸７ー９〒802-0031

清田　武102190

TEL 092-834-6628

（株）重森建築企画 30,500 －4001有法

建２内２
福岡県福岡市西区拾六町１－４－２４－１０２〒819-0041

重森　行夫102191

TEL 093-282-5515

（株）田舎暮し 30,000 －4008有法

建１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎１７１６－９〒811-4342

中原　宏治102195

TEL 093-692-5655

（株）辻口塗装工業 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区松寿山２ー１１ー１６〒807-0855

辻口　准一102196

TEL 0947-50-6040

久成工務店 －4009無個

建１
福岡県田川市大字伊加利２２００－１２〒825-0001

木下　久男102199

TEL 092-952-2423

（株）兼太工業 10,000 －4011無法

屋１
福岡県那珂川市片縄４－１００〒811-1201

古賀　兼太102200

TEL 093-243-6767

（有）八幡建設 5,500 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県中間市岩瀬４－１３－５〒809-0011

平田　和典102204

TEL 092-803-2444

Ｋ・Ｏ塗建 －4001無個

塗１防１
福岡県福岡市早良区野芥８－２０－２２〒814-0171

太田　清102205

TEL 092-962-4228

（有）上成機設 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡新宮町大字上府５７７－１〒811-0117

柳原　吉男102206



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-724-3421

コウケン（株） 20,000 －4001無法

建２左２と２塗２防２
福岡県福岡市中央区鳥飼３－４－２１〒810-0053

古川　道則102207

TEL 092-873-4374

（有）平松工業 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市早良区次郎丸４－１７－２３〒814-0165

平松　泰臣102209

TEL 092-292-1516

（株）ワイテック 10,000 －4001有法

と１鋼１
福岡県福岡市博多区博多駅南２－２－７〒812-0016

行武　志郎102212

TEL 0930-25-6527

のぞみ土木 －4005無個

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県京都郡苅田町大字葛川１６８－８６〒800-0338

中野　健一102216

TEL 092-504-6060

（株）西部企画 3,000 －4011無法

鋼１
福岡県大野城市御笠川５－８－５〒816-0912

岡崎　孝夫102221

TEL 0943-73-0690

秋永緑地 －4002無個

土１と１石１舗１園１
福岡県久留米市田主丸町以真恵９７０－８〒839-1223

秋永　芳治102225

TEL 0942-64-2318

社寺建築和光工務店 －4002無個

建１大１
福岡県久留米市三潴町西牟田６３４０－２１〒830-0111

澁田　正治102226

TEL 0942-50-5507

アール・トレード企画（有） 3,000 －4002有法

土１建１大１と１塗１内１解１
福岡県久留米市篠山町１２－３パーク・ノヴァ久留米中央５０５〒830-0021

西村　竜一102227

TEL 0942-72-0388

インテリアナカムラ －4002無個

内１
福岡県小郡市小郡１００１－９〒838-0141

中村　芳幸102228

TEL 0944-87-3807

龍建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大座新田３２０－１〒831-0043

龍　勝己102229

TEL 093-691-6118

（株）テクノス 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区陣原５ー１０ー３２ＫＲビル２Ｆ〒807-0821

古賀　哲夫102234

TEL 092-403-8785

（有）ユキ塗装工業 3,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡新宮町大字上府５９８－１１〒811-0117

秋山　幸人102236

TEL 092-925-2810

大和総業 －4011無個

と１
福岡県筑紫野市大字永岡１２８７－５〒818-0066

篠原　一彦102238



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-400-8705

（株）Ａ．Ｒデザイン設計事務所 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市西区姪の浜６－３－７－６０３〒819-0002

古屋　義和102240

TEL 092-951-3535

（有）興亜産業 3,000 －4011有法

と１内１
福岡県那珂川市今光７－２－３１〒811-1211

白水　重徳102241

TEL 092-558-7744

（株）九州メゾン 3,000 －4011無法

板１
福岡県春日市一の谷１－１４０〒816-0852

　口　健一郎102242

TEL 092-923-3312

（株）Ｄ－ＴＥＣ 5,000 －4011無法

管１板１
福岡県太宰府市吉松１－２１－２５〒818-0138

大塚　秀樹102243

TEL 092-585-5220

田口電気工事 －4011無個

電１
福岡県春日市千歳町２－１５８－４７－１０１〒816-0805

田口　容三102244

TEL 093-283-3359

（有）郷田建設 3,000 －4008無法

土１建１
福岡県遠賀郡岡垣町鍋田１ー１４ー７〒811-4224

郷田　克之102247

TEL 093-617-0584

小田建装 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区岩崎２ー２ー８〒807-1153

小田　順一102248

TEL 092-433-2268

（有）三和 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区西月隈１－６－８〒811-2202

山川　紀生102249

TEL 092-674-2204

（株）巧明プラント 4,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２－４０－５〒813-0003

大久保　誠102251

TEL 092-861-9202

（株）喜志磨ハウジング 10,000 －4001無法

建１管１
福岡県福岡市早良区有田８－１－１１〒814-0033

小島　美鈴102252

TEL 092-611-6553

（株）三友工業 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市東区多の津４－８－１〒813-0034

赤木　宣洋102253

TEL 0948-57-3123

江藤緑研 －4010有個

園１
福岡県嘉麻市牛隈１６８７－９〒820-0301

江藤　俊一102254

TEL 092-589-3530

（株）夢匠 5,000 －4011無法

建１大１内１
福岡県大野城市山田２－９－１９〒816-0922

江越　義則102255



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

866頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-871-9311

ホームコンストラクションウシオ －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区沖台２－１６－１９〒804-0064

牛尾　秀則102259

TEL 093-332-6788

（株）インテリアもりもと 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市門司区東門司２ー１４ー７ー１〒801-0873

森本　茂102260

TEL 0944-63-5638

（株）西原鉄工建設 5,000 －4003無法

建１屋１鋼１
福岡県みやま市瀬高町下庄３６７〒835-0024

西原　宗典102266

TEL 093-612-1158

（有）エスケイ技建 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区中の原３ー９ー２２〒807-0078

古野　重光102267

TEL 093-964-0008

プロスエンジ（株） 20,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区八重洲町１１－１６〒802-0831

川島　雅二102268

TEL 093-616-8770

九州テクノシステム（株） 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区上香月３－１３－７〒807-1101

金城　達博102269

TEL 093-434-3339

京華興産（株） 40,000 －4005無法

土２と２管１舗２水２
福岡県京都郡苅田町光国３６４６－１〒800-0363

柿本　純子102272

TEL 092-406-1295

（株）明翔 3,000 －4001無法

タ１内１
福岡県糟屋郡新宮町大字的野４７９－１〒811-0104

明石　恵司102275

TEL 092-282-5741

ランドメンテナンス（株） 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区大博町２－７〒812-0033

小山　拓矢102276

TEL 092-804-1976

（株）橋口組 500 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区重留５－７－５－４〒811-1101

橋口　正廷102277

TEL 092-626-8637

ユースタイル（株） 9,500 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区多の津４－９－１０〒813-0034

大和　隆弘102278

TEL 092-932-4944

（有）板井工業 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美４３８８－７〒811-2101

板井　浩幸102279

TEL 092-713-7200

ナックスデザイン（株） 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市中央区天神４－９－１２－４Ｆ－Ｃ〒810-0001

坂口　正志102280



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

867頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-626-8644

（株）イーストセンター 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市東区原田４－１－１３〒812-0063

田子森　浩二102284

TEL 093-964-0552

（有）サンエイト 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区徳力２－５－２〒802-0974

今村　哲也102288

TEL 093-871-4838

（有）戸畑バーナー 6,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区福柳木２ー１ー２４〒804-0025

村上　弘晃102289

TEL 092-571-8211

（有）インテリアオスキ 3,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市博多区麦野４－８－１８〒812-0882

小薄　徹102290

TEL 093-701-3456

機動メンテナンス（株） 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市若松区南二島２ー１８ー６〒808-0109

田村　圭司102293

TEL 093-452-4806

（有）シンワホーム 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺９９ー４〒803-0186

前田　朗102295

TEL 093-282-4710

岡垣工務店 －4008無個

土１大１
福岡県遠賀郡岡垣町吉木東１ー２５ー１３〒811-4241

藤原　博文102296

TEL 0948-26-5288

（株）スティッキーアド 3,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市椿字三緒町１３９－１〒820-0084

松岡　裕典102297

TEL 092-558-2213

（株）ティ・エム・ディ 6,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市博多区諸岡１－１９－１８〒812-0894

岡部　哲也102298

TEL 0942-65-3359

（株）アートゥルボ 9,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市大石町５６４〒830-0049

永田　昇一102301

TEL 0943-23-6438

東洋インテック（有） 3,000 －4007無法

内１
福岡県八女市蒲原１４０４－１〒834-0061

北島　寿102302

TEL 092-332-1231

（株）九州住建 20,000 －4001有法

建１電１塗１防１内１
福岡県糸島市前原東１－６－３双栄ビル１階〒819-1119

笠　俊治102305

TEL 092-715-8235

（株）ケイズデザイン 4,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区薬院１－１０－１４〒810-0022

廣石　啓史102307



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

868頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-621-3633

（株）基創 20,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区吉塚４－１１－１５〒812-0041

田口　博美102310

TEL 092-553-2621

福岡オーエスエレベーター（株） 10,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市城南区樋井川３－１４－３０〒814-0153

下村　洋輔102311

TEL 092-621-1125

（有）バックアップトーワ 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区二又瀬１－２２〒812-0066

島田　政晴102313

TEL 093-603-5535

大熊電機（株） 20,000 －4008無法

建１電２管１機１
福岡県北九州市八幡西区則松３ー１４ー９〒807-0831

大熊　昭二郎102315

TEL 093-472-4842

（有）脇坂機工 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉南区葛原３ー２０ー１７〒800-0251

脇坂　裕美子102317

TEL 093-742-2867

（有）浄水管理 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区青葉台南２－２１－１２〒808-0142

永野　将志102318

TEL 0943-42-1252

ツツミ建築 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町田代２４６－１〒834-1205

堤　勝彦102323

TEL 0942-51-3338

アートホーム －4002有個

建１大１管１
福岡県久留米市荒木町白口１６１８－６〒830-0062

安達　公彦102325

TEL 0944-62-4243

三栗野鉄工場 －4003無個

建１鋼１
福岡県みやま市瀬高町太神２５６１〒835-0013

待鳥　正巳102326

TEL 092-806-8765

エコ・テクノ義邦（株） 1,000 －4001無法

井１
福岡県福岡市西区今津８２９〒819-0165

木下　義邦102329

TEL 092-934-2744

（株）ケイテック 3,000 －4001無法

左１タ１塗１防１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘６－１２－５〒811-2108

栗秋　昌成102331

TEL 0940-52-5824

（株）西住設備 5,000 －4008無法

管１水１
福岡県福津市宮司６－８－３〒811-3305

西住　智彦102332

TEL 092-953-0115

（株）メイテックス 3,000 －4011有法

内１
福岡県那珂川市片縄３－１８〒811-1201

橋本　好市102333



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

869頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-26-7677

（株）宗工業 2,000 －4004有法

と１
福岡県直方市大字頓野４５６〒822-0002

高宗　博樹102334

TEL 092-985-5050

（有）マイスタークラフト 3,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市城南区長尾２－１－９〒814-0123

白土　和彦102336

TEL 092-811-3739

（株）楓建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区大字金武９０８－１〒819-0035

平　美保子102337

TEL 09496-2-6564

サトウ住設 －4004無個

土１管１水１
福岡県鞍手郡小竹町勝野２７３２－７〒820-1103

佐藤　東雄102340

TEL 092-558-5548

（有）アジア 3,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市東大利４－７－２５〒816-0941

吉田　宗弘102341

TEL 092-584-7070

（株）ポリマー 5,000 －4011無法

と１塗１防１
福岡県春日市昇町７－９２〒816-0851

古閑　敏夫102342

TEL 0942-39-2361

九州環境建設（株） 30,000 －4002無法

土２建１と２鋼２舗２し２水２解２
福岡県久留米市津福本町１６４９－５１〒830-0047

福山　正太102343

TEL 0944-72-9709

白鳥工業（株） 5,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１
福岡県柳川市大浜町１７３－１〒832-0053

白鳥　哲男102344

TEL 0943-24-6288

中村設備 －4007無個

管１
福岡県八女市立花町北山３７６－４〒834-0085

中村　晴男102345

TEL 0946-52-2133

天竜建設 －4006無個

土１と１舗１水１解１
福岡県朝倉市宮野１８４９－１〒838-1302

半田　さよ子102347

TEL 0940-43-2789

（株）吉雄工業 100 －4008無法

建１左１
福岡県福津市手光２４７３－１５〒811-3224

豊田　吉雄102354

TEL 093-482-2670

（株）川邉組 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区上吉田２－１－１８〒800-0201

川邉　亮102355

TEL 093-533-2825

（株）卑弥呼 10,000 －4008有法

建１大１内１
福岡県北九州市小倉北区魚町２ー２ー７〒802-0006

尾﨑　義彦102356



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

870頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-863-5555

ワイエス工業（株） 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市戸畑区初音町３ー１９〒804-0066

山本　幹人102357

TEL 093-980-7192

林田建築オフィス（株） 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区大畠３－８－３〒802-0026

林田　徹102359

TEL 092-558-3470

（株）トップロード 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区井尻２－１８－２３－１０１〒811-1302

野口　進之介102361

TEL 092-624-8874

（有）ＡＺプランニング 3,000 －4001無法

建１管１
福岡県糟屋郡粕屋町阿恵３２０－１〒811-2306

藤井　富明102362

TEL 092-807-5340

（有）プラン・ド・エム 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市西区今宿青木１０５９－１３〒819-0162

宮本　宣仁102363

TEL 092-436-3001

（株）サンアイ 10,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市博多区板付１－８－３９〒812-0888

田北　克也102364

TEL 092-321-3173

（株）テクノイースト 5,000 －4001有法

大１
福岡県糸島市篠原西３－６－２〒819-1129

前田　弘美102366

TEL 0940-33-9797

（株）グロワール工業 6,000 －4008無法

土１と１
福岡県宗像市朝野２６２〒811-3415

白武　幸治102367

TEL 0930-25-6427

永和工業 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県行橋市行事７－１８－５１－１０３〒824-0001

松本　和朗102369

TEL 0942-72-3658

美山塗装（株） 5,000 －4002無法

塗１防１
福岡県小郡市干潟５９１－１〒838-0112

美山　裕一102370

TEL 0942-75-0619

（有）サカキ 3,000 －4002無法

塗１
福岡県小郡市三沢３６０３－２〒838-0106

榊　秀夫102371

TEL 093-922-7160

ワークス（有） 3,000 －4008有法

建１大１屋１内１
福岡県北九州市小倉北区足原１ー１３ー２〒802-0043

是石　健治102373

TEL 093-230-1261

（株）エムシード 3,000 －4008無法

建１塗１
福岡県北九州市戸畑区沖台２－７－３２〒804-0064

野見山　稔102376



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-436-1471

太田古鉄商店 －4005有個

と１解１
福岡県京都郡苅田町港町２０－１６〒800-0315

太田　安典102377

TEL 092-403-6444

善建装 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区皿山２－３－１７〒811-1365

日野　善文102379

TEL 092-962-6650

（有）トコム 10,000 －4001有法

建１と１
福岡県糟屋郡新宮町新宮東５－６－１７〒811-0124

志和池　洋102380

TEL 092-954-3977

（有）グラッド 5,000 －4011無法

電１鋼１
福岡県那珂川市今光６－４４－１〒811-1211

内野　喜代志102381

TEL 092-651-7867

濱田保温工業 －4001無個

絶１
福岡県福岡市博多区千代４－２０－２３〒812-0044

濱田　敏春102383

TEL 0943-54-3748

松門鉄工所 －4007無個

鋼１
福岡県八女市上陽町上横山１１０〒834-1101

松門　賢治102385

TEL 0942-44-4589

中野設備 －4002無個

土１と１石１管１舗１し１水１
福岡県久留米市高良内町２０８－１〒839-0852

中野　ユキ子102386

TEL 093-652-6622

（株）優和建設 10,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡東区川淵町１４－２５〒805-0012

稗田　正吾102389

TEL 092-431-7837

（株）西商 10,000 －4001有法

土１左１と１鋼１防１内１
福岡県福岡市博多区半道橋２－７－４０〒812-0897

西村　啓三102392

TEL 092-561-1151

タイキエレックス（有） 5,000 －4001無法

土１電１通１
福岡県福岡市南区中尾３－４８－３　クレベール清永１ＦＡ〒811-1364

新川　政彦102393

TEL 092-981-7575

（株）ＱＴｎｅｔ 22,020,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区天神１－１２－２０〒810-0001

岩﨑　和人102394

TEL 092-822-7333

瀬戸装備（株） 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市早良区原１－２－２５〒814-0022

瀬戸　克彦102395

TEL 0979-83-3621

田中組 －4005無個

土１左１舗１
福岡県豊前市大字市丸１４９〒828-0035

田中　勝利102401



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-924-6999

（株）八谷住宅設備 3,000 －4011無法

管１
福岡県太宰府市宰都２－２－１６〒818-0139

八谷　公治102402

TEL 092-919-6320

（株）ＯＫＡＺＡＫＩ 10,000 －4011有法

建１大１
福岡県太宰府市五条１－２－３０〒818-0125

岡崎　新一朗102406

TEL 093-246-3696

（株）丸彰工業 5,000 －4008無法

土１建１と１石１舗１し１水１
福岡県中間市長津２－６－２４〒809-0036

入口　彰三102411

TEL 093-931-8570

瀬戸口美装 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区若園３－１－３３－３Ｆ〒802-0816

瀬戸口　弘102412

TEL 093-751-8180

北九州住設（株） 80,000 －4008有法

建１と１電１
福岡県北九州市若松区大字安瀬１ー１６〒808-0022

森戸　哲102415

TEL 093-473-7535

（株）アートサービス 10,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区東貫３ー１ー４０〒800-0224

片田　英紀102417

TEL 093-482-9877

タイキ工業（株） 5,000 －4008無法

筋１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿１０４－２〒807-0141

濵砂　充広102419

TEL 092-501-2115

（株）庭藤 1,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市南区日佐１－２５－３１〒811-1313

藤　實102422

TEL 092-872-4611

（株）日豊建設 41,755 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市早良区内野１－２５－５〒811-1123

武石　伸二102423

TEL 093-436-5456

（有）伊藤設備 3,000 －4005有法

管１消１
福岡県京都郡苅田町大字新津１５２７－３０〒800-0344

伊藤　将治102424

TEL 092-607-4653

愛葉造園 －4001無個

土１園１
福岡県福岡市東区奈多１－１３－１６〒811-0204

愛葉　繁樹102426

TEL 092-504-4141

（株）アダル 182,250 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区金の隈３－１３－２〒812-0863

武野　龍102427

TEL 092-566-2163

島津設備工業（有） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区老司１－４－８〒811-1346

島津　寛102429



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-591-2100

（株）ビリーブ 6,000 －4011無法

土１と１舗１解１
福岡県春日市宝町１－４〒816-0807

岩佐　ひとみ102430

TEL 0949-32-8022

（株）入来田組 20,000 －4004有法

土２
福岡県宮若市上大隈４５０－２０〒823-0005

入来田　加根子102431

TEL 092-627-5970

（株）幸伸電気 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区原田４－１７－３〒812-0063

杉　伸一郎102432

TEL 092-622-9846

（株）テクノサービス 10,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市博多区青木１－１７－１７〒812-0851

後藤　隆文102433

TEL 092-873-3266

（株）ナガノ企画 1,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市城南区樋井川２－２３－２２〒814-0153

永野　美佳子102435

TEL 0944-54-7503

（株）大和化成 10,000 －4003有法

機１
福岡県大牟田市東新町１－３－１２〒836-0806

宮﨑　智102436

TEL 093-245-2400

（株）光栄産業 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県中間市岩瀬４－７５１－１〒809-0011

北田　洋一102438

TEL 0948-24-9269

（株）ログファーム 500 －4010無法

建１大１
福岡県飯塚市小正２３１－５〒820-0089

平井　伸一102440

TEL 092-834-5131

（株）エム・アイ・エス 9,500 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市西区大字今津字津本５４１３－１０〒819-0165

中村　康行102443

TEL 092-805-3308

大徳産業（株） 20,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市西区大字田尻６３１番地１〒819-0383

島村　愛加里102444

TEL 093-619-5510

（株）サニーハウス 70,450 －4008有法

建２
福岡県北九州市八幡西区大字野面２５８－１〒807-1262

横山　裕102445

TEL 0942-45-3779

（株）ワークアップ 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市山川町１４６５－１３〒839-0817

今村　敬102446

TEL 0942-27-2796

田中保温 －4002無個

管１絶１
福岡県久留米市藤光町９２５－９６０〒830-0054

田中　信行102447



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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TEL 092-595-2133

（有）中央 5,000 －4011無法

タ１
福岡県春日市平田台３－６５〒816-0812

樺島　博美102448

TEL 093-691-8898

（株）双建 5,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市八幡西区則松３－６－７〒807-0831

唐崎　雅之102449

TEL 092-985-2996

アグリサポ－トシステム（株） 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市西区千里２５２－１〒819-0374

清水　和芳102450

TEL 093-521-3462

（有）隈本組 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区熊本２ー４ー７ー４０２〒802-0044

隈本　博之102453

TEL 093-982-2000

（株）Ｊーｗｉｎｇ 6,000 －4008有法

と１電１通１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－１４－５〒802-0814

山崎　正人102454

TEL 093-691-8006

（株）ＭＹＭ 1,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１
福岡県北九州市八幡西区力丸町２３－２７〒807-0802

牧山　実102455

TEL 092-881-4182

野原企画 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区姪の浜２－２６－２０－１〒819-0002

野原　吉康102456

TEL 092-292-8966

（株）エイチ．ケイ．ケイ 3,000 －4001無法

建１と１内１解１
福岡県福岡市東区二又瀬新町１４－２５〒812-0065

行武　周作102457

TEL 0947-63-2019

武蔵場建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡大任町大字今任原３６０５－２〒824-0511

横山　豊子102463

TEL 0948-22-5771

（株）セブンテクノ 5,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市平恒３３１－４〒820-0073

岩下　利行102464

TEL 0943-35-0069

入江建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町白木５１６８〒834-0084

入江　浩一102465

TEL 0944-78-9033

ナカシマ水道設備 －4003無個

管１
福岡県大牟田市若宮町４８〒836-0876

中嶋　孝102466

TEL 092-922-7133

甲斐田建設 －4011無個

建１
福岡県太宰府市国分３－１６－２８－１０２〒818-0132

甲斐田　和政102470
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令和 4年 3月末日 現在　　
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TEL 0946-23-0753

（業）朝倉浄水 5,200 －4006有法

土１管１
福岡県朝倉市牛木１０００－１〒838-0067

三浦　正吏102471

TEL 092-561-0970

（有）片岡組 3,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市南区若久６－１１－２９〒815-0042

片岡　明臣102472

TEL 092-612-1188

（株）よかタウン 82,480 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区松島６－６－３３〒813-0062

野島　幸司102473

TEL 092-474-2005

（株）アースアプレイザル九州 10,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９〒812-0013

杉谷　和彦102475

TEL 093-436-6585

松幸商店 －4005有個

建１
福岡県京都郡苅田町幸町１８〒800-0314

太田　松幸102481

TEL 092-526-6112

日新電工（株） 63,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市南区大楠１－２７－２０〒815-0082

木原　正信102485

TEL 092-861-5373

（有）アスカ 10,000 －4001有法

建１大１と１
福岡県福岡市早良区野芥５－８－３１〒814-0171

岩田　徹也102486

TEL 092-865-4816

井元電気（株） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区片江３－３２－１８－２〒814-0142

井元　一徳102488

TEL 092-936-1083

（有）技巧 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２４５－１〒811-2112

小澤　英文102489

TEL 0944-58-6206

西山建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字岩本１１０９－１〒837-0913

西山　正己102490

TEL 092-957-0505

進和技術（株） 9,500 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南４－５－２６〒811-2126

西髙　剛102491

TEL 093-882-7357

住工房クラ －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区西大谷２ー８ー７〒804-0032

倉　一盛102492

TEL 093-701-4295

（有）麻生工業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区響町１－３０－１〒808-0021

麻生　俊之102493
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TEL 093-475-7796

（株）池田商店 10,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町２ー４ー３１〒800-0207

池田　義孝102495

TEL 093-612-7090

ワンプランニング －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区大平一丁目６－９－１０１〒807-0083

村井　博行102496

TEL 093-383-2080

（株）総建企画 2,000 －4008有法

土１建１と１
福岡県北九州市小倉南区石田町１ー１９〒802-0838

清水　稔102498

TEL 092-325-0035

（株）田中組 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県糸島市二丈武４４０－２〒819-1616

田中　裕子102500

TEL 093-952-2218

（有）住栄ホーム 3,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉南区城野４ー４ー１〒802-0802

檜垣　欣一郎102501

TEL 0930-22-2535

誠里建設 －4005無個

土１と１舗１解１
福岡県行橋市大字下崎１３７０〒824-0076

野田　千萬里102503

TEL 092-504-5986

（株）巧建装 5,000 －4001無法

建１大１塗１防１内１
福岡県福岡市博多区立花寺２－１８－１２〒812-0862

前田　博人102507

TEL 0940-36-2231

（株）日新建設 47,500 －4008有法

土１建２
福岡県宗像市田熊４－１３－６〒811-3431

永野　恭輔102508

TEL 092-731-0234

（株）ＴＨＭプランナー 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区柏原６－１７－２０〒811-1353

八尋　秀人102509

TEL 092-401-1242

（株）エムテク開発 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒３６８－１〒811-2415

森中　哲也102511

TEL 0942-43-1825

松尾塗装（株） 5,000 －4002無法

建１塗１
福岡県久留米市山本町耳納８７－１〒839-0826

松尾　義隆102512

TEL 0944-76-4020

稲又材木店 －4003有個

建１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾１２７７－２〒839-0253

稲又　末　102513

TEL 093-383-5565

（株）豊栄工業 5,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県北九州市小倉北区南丘１ー１６ー３〒803-0863

田中　豊102516



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

877頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-663-1701

（有）北九エフォートシステム 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区元城町１０ー６〒806-0015

渕上　健次102518

TEL 093-602-2607

インテリア・コスモ －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区八枝１ー６ー１０〒807-0856

溝口　太102522

TEL 092-573-7209

（株）バンゼン 10,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市仲畑１－１０－３１〒816-0921

吉賀　誠102523

TEL 092-551-2208

（株）稲葉工務店 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区長住２－５－２４〒811-1362

稲葉　嘉行102527

TEL 092-691-6186

（株）共和 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市東区大字香椎３－２〒813-0011

手島　孝美102528

TEL 092-981-3914

（株）北菱 1,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市城南区別府３－７－２１〒814-0104

清水　博之102529

TEL 092-935-8317

（株）山下工務店 10,000 －4001無法

建１と１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石７９７－１〒811-2221

山下　力弘102530

TEL 0942-51-3631

（株）アイ・リファイン 5,500 －4002無法

建１
福岡県久留米市荒木町荒木７８９－２〒830-0063

山田　淳一102534

TEL 0942-27-2733

（株）アビックス 10,000 －4002有法

建１内１
福岡県久留米市安武町安武本３３３０－８〒830-0072

髙﨑　弘明102540

TEL 092-791-7139

（有）弘大 3,000 －4001有法

建１と１
福岡県福岡市中央区赤坂１－１０－７－４０１〒810-0042

平河　弘摂102541

TEL 092-622-7904

（株）ヤマコー 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－９－４５〒812-0051

山下　高光102542

TEL 0943-75-3290

岩瀬工務店 －4002無個

建１
福岡県うきは市吉井町屋部６３２〒839-1331

岩瀬　成敏102545

TEL 0943-23-1182

カワノ電設 －4007無個

と１電１
福岡県八女市立花町北山２９０１－３〒834-0085

河野　辰宣102546



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

878頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-626-7820

ジーネット（株） 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡粕屋町大字阿恵４６９－３〒811-2306

甲斐　修次102547

TEL 092-807-4723

（株）木内システム 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区周船寺２－２－２７－２０３〒819-0373

木内　範雄102552

TEL 092-573-1881

昇栄機工（株） 50,000 －4011有法

建１機１
福岡県大野城市仲畑２－１０－３７〒816-0921

鳥居　裕士102553

TEL 0944-53-3827

エヌプランニング －4003無個

建１
福岡県大牟田市下白川町２－４２１〒837-0928

野尻　信幸102554

TEL 093-246-0731

（株）江島工務店 5,000 －4008無法

土１と１
福岡県中間市扇ヶ浦４－１０－１０〒809-0023

江島　実樹102555

TEL 093-233-1000

（株）つくし 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区穴生３－４－２５〒806-0049

宮田　直輝102556

TEL 093-777-4961

（有）柴田設備 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡東区桃園２－７－５〒805-0068

柴田　孝治102557

TEL 093-571-1218

（株）キュウシン企画 3,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区中井２－１６－３〒803-0836

岡村　博喜102558

TEL 092-558-3546

（株）テイクライン 10,000 －4001無法

と１舗１塗１
福岡県福岡市南区弥永４－６－７〒811-1323

武田　寛之102561

TEL 092-933-5332

井上鋼業 －4001無個

具１
福岡県糟屋郡宇美町若草２－２－１０〒811-2124

井上　幸一102562

TEL 0949-52-2631

（株）篠原建設 5,000 －4004無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県宮若市下８３７－４〒822-0122

篠原　重実102563

TEL 093-321-3052

（株）岡野電気商会 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区老松町４ー１８〒801-0864

岡野　清仁102564

TEL 093-332-3963

（有）建匠 3,000 －4008有法

し１
福岡県北九州市門司区浜町１０ー７ー２０３〒801-0856

長澤　健治102565



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-33-8448

（有）山下組 3,000 －4008有法

土１
福岡県宗像市広陵台１－１０－２２〒811-4165

山下　拓也102566

TEL 092-741-1378

（株）Ｋ・デザイン 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区天神１－２－４ＮＯＳＡＩ福岡〒810-0001

門田　一成102568

TEL 0948-21-4304

山之内工業（株） 10,000 －4010無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県飯塚市伊川２９０－５〒820-0054

山之内　秀人102569

TEL 0942-65-1748

（有）まるてつ 3,000 －4002無法

ガ１具１
福岡県久留米市三潴町西牟田６５５７－８〒830-0111

溝田　敏彦102570

TEL 0946-22-2169

（有）本石産業 3,000 －4006無法

屋１
福岡県朝倉市堤１７６３〒838-0062

本石　敏明102573

TEL 092-802-0413

ＭＩＺＵＢＯ －4001無個

井１
福岡県福岡市西区飯氏２５４－８〒819-0371

水上　篤102576

TEL 093-581-3657

（有）東洋電気計装 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区中井５－１１－１３〒803-0836

鶏尾　力102578

TEL 093-631-3665

里庵建築社 －4008有個

建１
福岡県北九州市八幡西区引野２－７－４〒806-0067

大山　あゆみ102583

TEL 093-246-4071

満留電気 －4008無個

電１
福岡県中間市通谷６ー２３ー３〒809-0018

満留　孝次102584

TEL 092-937-5086

（株）前澤電気工業 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県糟屋郡志免町大字吉原５７５－６〒811-2208

塩山　賢治102588

TEL 092-584-5733

（有）小松工業 30,000 －4001無法

建１と１塗１防２
福岡県福岡市南区日佐２－１１－２〒811-1313

小松　卓司102592

TEL 092-882-8344

（有）木寺重機建設 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市西区拾六町５－５－１５〒819-0041

木寺　幸夫102595

TEL 093-221-3580

ＳＫペイント（株） 2,000 －4008有法

建１塗１
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町２ー２８〒807-0111

稲田　秀一102598



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-283-1064

（株）ヨシダ電気 5,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡岡垣町大字内浦５０９ー７〒811-4203

吉田　英樹102599

TEL 093-383-2044

原商会 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県中間市岩瀬３ー１０ー２〒809-0011

原　一成102600

TEL 093-291-3050

（有）石装臣 3,000 －4008有法

石１
福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡１９９２ー４〒811-4302

重廣　謙臣102601

TEL 093-481-8500

（株）アクシーズ 8,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市門司区新門司３ー４９ー３〒800-0115

片山　幹夫102602

TEL 093-291-3515

（株）フジイエンジニアリング 8,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡遠賀町広渡１５８１〒811-4302

藤井　裕士102604

TEL 093-645-3414

（有）九州工営 3,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１舗１し１板１ガ１塗１防１内１具１水１解１
福岡県北九州市八幡西区紅梅１ー９ー１７〒806-0011

寄田　聡102605

TEL 0942-77-4466

（株）田村工務店 3,000 －4002無法

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２４３８－１〒830-1221

財津　朗嗣102610

TEL 0942-44-7711

（株）ナイガイ 10,000 －4002無法

電１通１
福岡県久留米市東合川６－４－５２〒839-0809

古財　　磨102613

TEL 0942-50-0770

江渕設備（株） 30,000 －4002有法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県久留米市国分町１１７２－５〒839-0863

大坪　誠102615

TEL 093-941-0853

勇志鉄筋工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉北区黒住町１２ー４〒802-0056

鴨田　勇102616

TEL 0943-47-2243

江田建設 －4007無個

建１
福岡県八女市矢部村矢部４４７４〒834-1402

江田　伊佐男102617

TEL 0949-28-9488

アイ工業（株） 3,000 －4004無法

管１機１
福岡県直方市大字頓野８７１－１〒822-0002

淡路　亮102618

TEL 092-585-1060

（株）メッサ 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区横手２－５－３０〒811-1311

大久保　竜也102622



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

881頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-408-7296

（株）ヒースロー 5,000 －4011有法

内１
福岡県太宰府市長浦台１－５－６〒818-0136

扇　貞之102623

TEL 092-574-0026

（株）和光電機 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区西月隈５－８－６〒812-0857

村尾　準平102624

TEL 092-501-5928

（株）河津電気 1,000 －4011無法

電１
福岡県春日市下白水南６－２２０〒816-0846

河津　雅彦102625

TEL 092-582-1879

帆士建設（株） 3,000 －4011無法

建１
福岡県春日市大谷７－１５１〒816-0831

帆士　親雄102630

TEL 0947-63-4742

つぎ組 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡大任町大字大行事３７４０－７〒824-0512

安武　卓己102632

TEL 093-981-2335

松田（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区高坊２－１２－６－２０４〒802-0053

松田　昭生102633

TEL 092-874-1105

（株）筑陽建設 8,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市早良区田村６－２１－２３－１〒814-0175

中西　貴裕102634

TEL 093-618-3800

（株）どんぐり住建 6,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市八幡西区椋枝２ー８ー１〒807-1115

桑原　幸一102635

TEL 093-652-8728

長岡設備 －4008無個

土１と１管１舗１水１
福岡県北九州市八幡東区中尾１ー２０ー３２〒805-0025

長岡　惠子102637

TEL 0942-62-5546

鐘ヶ江内装 －4002無個

内１
福岡県久留米市城島町青木島２２１－２〒830-0222

鐘ヶ江　幸男102639

TEL 0930-52-1959

太心興業（株） 6,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県築上郡築上町大字弓の師２３５－３〒829-0107

吉田　太賀吉102640

TEL 092-804-1005

（有）輝美 5,000 －4001有法

筋１
福岡県福岡市早良区大字脇山２８２〒811-1111

橋口　輝之102642

TEL 092-621-7651

（有）協進技研 50,000 －4001有法

土１と１鋼１
福岡県福岡市東区馬出６－３－２９〒812-0054

幸尾　朋治102643



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-471-7332

グリーンリバー（株） 50,000 －4001有法

土２建１大１と２石２屋１タ１鋼２舗２し２塗２内１水２解２
福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４－８Ｆ〒812-0011

長瀬　勝義102644

TEL 093-618-0487

（株）大和建工 3,000 －4008無法

建１屋１
福岡県北九州市八幡西区馬場山東２ー２ー２６〒807-1131

田尻　智一102645

TEL 092-571-6873

（株）凸凹 500 －4011無法

建１大１
福岡県春日市須玖南５－４３〒816-0863

井手口　至102649

TEL 092-591-1743

貝原建設 －4011無個

建１
福岡県春日市小倉４－２３３〒816-0824

貝原　基次102651

TEL 093-202-4872

川野スプレー －4008無個

塗１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊７ー１７ー２０〒807-0001

川野　定己102654

TEL 093-551-7477

（株）加賀建設 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区浅野２－１７－４２〒802-0001

大庭　進之治102655

TEL 092-406-1112

（株）フォレストヴィラホーム 20,000 －4001有法

建２内２
福岡県福岡市南区横手南町２－１８〒811-1312

中安　章102657

TEL 0930-52-0718

八雲興産 －4005無個

土１
福岡県築上郡築上町大字弓の師２４３－２〒829-0107

吉田　美千代102659

TEL 0947-63-4701

東洋建設工業 －4009無個

土１
福岡県田川郡大任町大字大行事２２８６〒824-0512

鮫島　良一102661

TEL 092-282-8781

フリーマンエンジニアリング（有） 3,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区店屋町２－３４小森ビル〒812-0025

森山　政己102667

TEL 092-557-2445

（株）アイエヌジー 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県糟屋郡宇美町原田３－３１－１５〒811-2132

井保　健二102668

TEL 092-410-8440

ＴＳＥ（株） 6,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市東区松崎１－１６－１１〒813-0035

手嶋　一義102670

TEL 0940-52-4555

（有）有田電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県福津市宮司浜２－２２－１〒811-3311

有田　亨102672
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TEL 0940-33-7662

（有）ケイ・ケイストーン 3,000 －4008無法

石１
福岡県宗像市吉留３６０２－５〒811-4153

近藤　幸成102674

TEL 092-525-3748

（株）ハル企画 50 －4001無法

と１
福岡県福岡市中央区平尾２－２－１８－３０１〒810-0014

岡田　治彦102675

TEL 0946-42-0100

（株）栄起 10,000 －4006有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県朝倉郡筑前町東小田１１４１〒838-0214

丹野　敬栄102677

TEL 093-883-8720

（株）テクノリングス 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区真鶴２－１１－２６〒803-0844

髙木　誠102678

TEL 093-883-9155

（株）渡辺建設 5,000 －4008無法

土１と１石１タ１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市戸畑区椎ノ木町１０－８〒804-0033

渡辺　国士102679

TEL 093-383-7961

（株）ワールドテクノ九州 11,880 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県北九州市小倉南区沼本町１－４－６〒800-0208

戸畑　清一102680

TEL 093-613-0480

（有）ＫＴＳ 3,000 －4008有法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区下上津役２ー１ー２６〒807-0075

古賀　邦義102681

TEL 0944-51-8555

丸山工務店（株） 5,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市黄金町１－２５２－６〒836-0872

丸山　洋史102685

TEL 092-953-1910

（株）真州 10 －4011無法

土１
福岡県那珂川市五郎丸１－１０７－１０３〒811-1252

久保田　勉102687

TEL 092-558-3443

（株）リヒテック 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市南区五十川２－２５－２５〒815-0001

野村　喜秋102688

TEL 092-407-8780

石橋設備工業（株） 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市早良区南庄３－１－５〒814-0031

石橋　隆広102690

TEL 092-329-1010

（株）大松産業 10,000 －4001有法

建１
福岡県糸島市本２１２６〒819-1151

横松　和也102691

TEL 0946-52-0109

（有）岩下鉄工 3,000 －4006有法

機１
福岡県朝倉市多々連７９１〒838-1311

岩下　繁隆102693
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TEL 092-895-2128

（有）スリービーエンジニア 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区下山門１－２７－６〒819-0052

白水　祐太102703

TEL 092-871-3065

（有）Ｍ・Ｉサプライ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区田村６－７－６〒814-0175

張間　光夫102704

TEL 093-533-8009

（株）豊建 8,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市小倉北区上富野４ー７ー１７ー４０１〒802-0022

豊田　規雅102707

TEL 0944-57-4397

（有）樋口板金工業所 3,000 －4003無法

板１
福岡県大牟田市本町３－３－３５〒836-0046

樋口　正博102708

TEL 092-936-4866

（有）大耕建設 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県糟屋郡志免町南里２－６－２５〒811-2207

大山　洋未102710

TEL 092-603-0613

宮島工業 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区大岳２－８－１９〒811-0322

宮島　久雄102713

TEL 0942-38-5659

（株）カワデン 10,000 －4002有法

電１消１
福岡県久留米市本町１２－１３－２〒830-0044

金子　晴樹102716

TEL 0942-62-5880

（有）ケイテック 3,000 －4002有法

建１電１
福岡県久留米市城島町内野３２２－１〒830-0204

塚本　里美102718

TEL 092-976-1573

廣田塗装 －4001無個

塗１
福岡県糟屋郡久山町大字山田２１０９－１〒811-2502

廣田　修102721

TEL 0943-30-3700

緒方通信（株） 6,000 －4007無法

電１通１
福岡県八女市豊福６６－１〒834-0016

緒方　則雄102726

TEL 0944-87-3688

古賀塗装工業 －4003有個

塗１
福岡県大川市大字中古賀４０５－１〒831-0006

古賀　新吾102727

TEL 0943-23-5231

なかの瓦工房 －4007無個

屋１
福岡県八女市国武５３６〒834-0046

中野　清秀102729

TEL 0942-22-5878

（有）秀工業 3,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市上津町１２２４－１〒830-0052

馬場　秀諭102730
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TEL 093-631-3700

（株）住まいる 15,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１ー７ー２０〒806-0047

杉平　耕一郎102732

TEL 0947-46-0216

よし川 －4009無個

内１具１
福岡県田川市大字川宮１４７２－７〒826-0042

芳川　保政102735

TEL 0942-51-9901

（株）ＫＯＤＡＭＡエンジニアリング 5,000 －4002有法

機１
福岡県久留米市荒木町藤田１１１１－１７〒830-0064

山口　秀樹102736

TEL 0930-22-3960

（株）出口工務所 7,000 －4005無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県行橋市東大橋６－３－３６〒824-0002

出口　マユミ102739

TEL 093-601-3838

（有）北九州環境サポート 3,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県北九州市八幡西区大字本城３０３０－２〒807-0801

中野　宏昭102740

TEL 092-517-2562

（株）ひかり電工社 9,000 －4011有法

電１
福岡県大野城市平野台３－４－２〒816-0972

小幡　敏光102742

TEL 092-572-1490

七石建築 －4011無個

建１
福岡県春日市大谷８－８５〒816-0831

七石　栄二102743

TEL 092-405-0571

（有）サクセス九州 3,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市南区井尻３－１４－１３〒811-1302

野中　健一102744

TEL 092-411-6161

三葉電機工業（株） 36,720 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区東那珂１－１５－７１〒812-0892

忍田　武人102745

TEL 0943-23-6423

土屋鉄工 －4007無個

建１鋼１
福岡県八女市龍ヶ原２６５－５〒834-0067

土屋　努102746

TEL 0942-22-2982

九州電通システム －4002無個

通１
福岡県久留米市上津町２２２８－５０７〒830-0052

山浦　博徳102747

TEL 093-645-9112

（株）一住工 3,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水３－７－１５〒806-0051

福田　一樹102749

TEL 093-861-9301

（有）山岡電気システム 3,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市門司区北川町１－８〒800-0004

山岡　武102753
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TEL 0947-72-4016

筑豊技研 －4009無個

絶１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３３７－１〒827-0013

村山　正春102754

TEL 0948-72-3663

佑貴 －4010無個

大１
福岡県飯塚市北古賀８１３－１〒820-0073

今村　佑貴102758

TEL 0944-62-5885

（株）躍進 10,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県みやま市瀬高町松田１２４－３〒835-0011

樺島　ゆかり102759

TEL 0930-25-8132

アーム管工 －4005無個

土１管１
福岡県行橋市大字今井３３０４－５〒824-0018

古末　徳夫102760

TEL 0944-33-2858

井樋商店 －4003有個

土１と１
福岡県三潴郡大木町大字横溝９８〒830-0405

井樋　重満102761

TEL 092-882-7211

（株）三星 10,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市西区福重５ー１５ー３５〒819-0022

三浦　誠二102764

TEL 092-931-0808

（株）ヤマダ重設 10,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡宇美町貴船３ー１５ー１２〒811-2131

山田　俊宏102765

TEL 092-937-4315

（株）ハマダ機工 10,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０１ー５〒811-2112

濱田　孝幸102767

TEL 092-671-3068

（有）米岡石材 3,000 －4001無法

石１
福岡県福岡市東区唐原３－９ー５〒813-0001

米岡　孝治102768

TEL 092-512-7177

（株）アリオン 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区長丘５－２１－６〒815-0075

関　孝人102769

TEL 093-881-3202

（株）朝日コーポレーション 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－１２－２３〒804-0031

畑中　健三102771

TEL 0944-33-1933

はうすふる －4003無個

建１
福岡県三潴郡大木町大字筏溝８７２〒830-0425

荒巻　秋光102772

TEL 092-928-1500

高誠工業（株） 3,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市二日市北４－３０－８－３０５〒818-0056

高島　章考102773
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TEL 092-565-3238

（株）三福産業 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区野多目６ー４ー１０〒811-1347

三城　悦志102776

TEL 093-791-6620

松下工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区畠田２－９－２７〒808-0104

松下　悟102777

TEL 093-671-2870

秋山工務店 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡東区祇園２－１１－２１〒805-0067

秋山　博102779

TEL 0943-72-3631

緑地建設太田農園 －4002無個

園１
福岡県久留米市田主丸町鷹取４６１－１〒839-1202

太田　啓一102781

TEL 092-883-3336

小野　商店 －4001無個

土１管１
福岡県福岡市西区愛宕１ー１４ー１〒819-0015

小野　周102782

TEL 092-891-1218

西原工務店 －4001有個

建１
福岡県福岡市西区上山門２ー１７ー１７〒819-0054

西原　一二三102783

TEL 092-518-4964

（有）エフケイ建設 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区荒江２－８－１５－１３０１〒814-0021

甲斐　典司102785

TEL 0930-32-2884

健栄産業 －4005無個

土１建１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田４０８－６〒824-0822

田口　健二102787

TEL 0947-73-2319

西本住宅建設（株） 5,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡川崎町大字池尻１２５－２〒827-0002

西本　廣文102788

TEL 092-581-8284

江田建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区横手３－６－１２〒811-1311

江田　昌弘102790

TEL 0944-74-3662

（株）藤木電気工業 500 －4003無法

電１
福岡県柳川市有明町６４１－１〒832-0054

藤木　秀樹102793

TEL 093-642-7788

九州軌販（株） 10,000 －4008有法

建１大１と１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区青山２－１０－１０〒806-0043

松並　建治102794

TEL 092-504-7073

（株）テックガード九州 10,000 －4011有法

内１
福岡県大野城市御笠川２－８－１６〒816-0912

久多里　博102795
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令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

888頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-35-0040

（有）宣サイン 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県宗像市徳重２－６－２２〒811-4164

中山　宣之102796

TEL 092-821-7303

サワラ産業 －4001無個

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県福岡市早良区南庄２－２１－１７〒814-0031

立石　浩正102797

TEL 092-807-5495

（有）篠原テクネット 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区横浜１ー３３ー２０〒819-0166

篠原　行則102798

TEL 093-863-8011

（有）小池塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区木町２－１６－１２〒803-0851

堤　継一102802

TEL 092-483-1777

（株）ホゼナル 30,000 －4001有法

建２内２
福岡県福岡市博多区博多駅前３－１３－１８〒812-0011

菊池　欣也102807

TEL 092-483-2737

（株）栄創建 3,000 －4001有法

土１建１大１石１屋１管１タ１鋼１舗１板１ガ１塗１防１内１具１水１
福岡県福岡市博多区博多駅南２ー１９ー１９〒812-0016

西山　明102808

TEL 093-692-0943

（株）ＳＵＮ二葉 5,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市八幡西区力丸町２１－１３〒807-0802

塚本　擁三102809

TEL 093-742-0240

（株）協栄緑化サービス 25,000 －4008無法

土１と１舗１園１水１解１
福岡県北九州市若松区塩屋３－１２－２６〒808-0131

田中　徹102810

TEL 0942-51-3055

（有）福岡総合企画 3,000 －4002有法

土１建１大１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１
福岡県久留米市大善寺町宮本３５９－１〒830-0073

川原　務102811

TEL 092-612-5541

（株）新協社 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市東区筥松新町１ー１１〒812-0067

新　正樹102813

TEL 0947-32-2362

（株）日幸 20,000 －4009有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県田川郡香春町大字香春８９８－１〒822-1406

金子　幸司102814

TEL 0947-45-7965

藤原工務店 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡福智町伊方４４４８－１〒822-1211

藤原　正治102815

TEL 093-434-2545

（有）昌伸 3,000 －4005有法

電１
福岡県京都郡苅田町尾倉３－１０－３〒800-0353

永岡　伸一102816



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-611-9671

（株）コスモワーク 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区吉塚５ー２ー７〒812-0041

西崎　晃102817

TEL 092-863-7216

（株）ワイ・エス・ケイ 5,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市早良区干隈５ー１５ー３２〒814-0163

山口　洋一102818

TEL 092-566-6535

原田設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区大平寺１ー１７ー５ー２０３〒811-1354

原田　隆生102820

TEL 092-807-3993

西山建装 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区横浜２－２１－１３〒819-0166

西山　洋行102824

TEL 092-952-6868

松尾工務店 －4011無個

建１大１
福岡県那珂川市松木２－１２３〒811-1251

松尾　昌昭102825

TEL 0942-33-2888

創城工業 －4002無個

土１と１
福岡県久留米市西町１３５８－１〒830-0038

先本　豊102827

TEL 0943-22-5770

梶原建設 －4007無個

建１
福岡県八女市室岡７２４〒834-0066

梶原　末博102828

TEL 0942-44-0130

（株）創英技建 1,000 －4002有法

土１と１管１舗１水１
福岡県久留米市山川神代１－６－１５〒839-0811

近藤　晃102829

TEL 0943-76-3062

園田建設 －4002無個

建１
福岡県うきは市吉井町八和田８４－１〒839-1308

園田　秋　102830

TEL 0943-37-0316

今村住設 －4007無個

管１
福岡県八女市立花町下辺春１０５０－１〒834-0073

今村　輝男102831

TEL 093-372-3543

（有）テイアイ商会 5,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市門司区西新町１－１－４－１０１〒800-0056

池本　和典102832

TEL 092-831-7633

久芳電気 －4001有個

電１
福岡県福岡市早良区祖原１９ー８〒814-0005

久芳　徳明102834

TEL 092-585-2519

（株）池田建創 3,000 －4011無法

建１
福岡県春日市上白水２－７４〒816-0844

池田　敦102836



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-588-1118

（有）長谷部建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区的場２－２６－２２〒811-1314

長谷部　龍一102837

TEL 092-408-4596

（株）オリハ 20,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区桧原７－２１－６〒811-1355

溝口　廣幸102838

TEL 0949-28-3281

キミコーポレーション（株） 10,000 －4004有法

土１建１電１
福岡県直方市知古１－６－１８〒822-0022

江島　亨102839

TEL 0948-21-2375

柴田電気 －4010無個

電１
福岡県飯塚市伊岐須４７１－１５〒820-0053

柴田　達司102840

TEL 0942-65-0271

境技研工業 －4002無個

建１タ１
福岡県久留米市三潴町田川１３２０－１〒830-0102

境　富美男102842

TEL 093-771-2967

（株）宮本クレーン工業 10,000 －4008有法

と１機１解１
福岡県北九州市若松区大字安瀬５９－５〒808-0022

吉原　正利102844

TEL 093-701-8915

吾大工産（株） 1,000 －4008無法

土１と１電１鋼１
福岡県北九州市若松区高須西１－１８－７〒808-0146

細川　佐知枝102845

TEL 092-400-7305

（株）シーク 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区長尾１－９－１４－１０１〒814-0123

浜　満102846

TEL 092-593-0502

テクニカル建装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市博多区板付５－８－２７－６０１〒812-0888

田中　昭示102847

TEL 0944-51-7464

村谷技術設備（株） 10,000 －4003無法

土１建１と１管１舗１し１水１
福岡県大牟田市上町１－１－１０〒836-0853

村谷　幸一郎102849

TEL 093-481-3842

瀧澤設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市門司区吉志新町２－１２－１１〒800-0118

瀧澤　信行102852

TEL 093-383-8015

（株）ＭＤＳ 10,000 －4008有法

電１消１
福岡県北九州市小倉南区津田１－５－１７〒800-0242

溝畑　無我102855

TEL 093-692-6243

（株）リバイブ 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸５－１６－９〒807-0851

小田　卓馬102857



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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TEL 0947-73-4138

（株）林栄工務店 3,000 －4009無法

土１建１と１石１舗１し１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２２６６－２〒827-0003

西本　信男102861

TEL 092-406-4063

幸和電機（株） 10,000 －4001有法

電１通１消１
福岡県福岡市南区那の川１－１２－２８〒815-0081

徳安　剛102866

TEL 092-894-8010

（株）德翔 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区野方２－１３－１３〒819-0043

德地　力102867

TEL 092-933-7496

（株）日昇機電 5,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１６２ー６〒811-2114

濵口　眞由美102868

TEL 092-781-3211

岡谷鋼機九州（株） 310,000 －4001有法

建１と１鋼１内１機２
福岡県福岡市中央区天神４－１－７〒810-0001

蟹江　哲生102869

TEL 092-501-0240

（有）丸和産業 3,000 －4011有法

と１
福岡県春日市上白水３－７６〒816-0844

久和　弘102870

TEL 0940-55-5989

（有）久建 3,000 －4008無法

板１防１
福岡県宗像市青葉台１－３３－４〒811-4162

久保山　彰102872

TEL 092-404-7702

（株）昭和ジオテック 7,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区東那珂３－１１－３２〒812-0892

古﨑　定紹102873

TEL 093-611-6303

鶴野技建工業 －4008無個

屋１タ１板１塗１防１
福岡県北九州市八幡西区春日台４－１３－２１〒804-0844

鶴野　義弘102874

TEL 093-291-1221

川上工務店 －4008無個

大１
福岡県遠賀郡遠賀町大字木守１３９３－１〒811-4313

川上　洋正102875

TEL 092-410-8881

（株）東和総合設備 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市東区香椎３ー２０ー２８〒813-0011

松本　繁雄102878

TEL 092-874-8890

（有）エムケイ・コーポレーション 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市城南区東油山６ー１９ー７〒814-0155

村田　英嗣102879

TEL 092-983-6655

（株）タイラ電工 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市早良区原８－１２－３３〒814-0022

髙木　謙一102880
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TEL 0944-54-7761

（有）久富工業 3,000 －4003無法

建１鋼１
福岡県大牟田市大浦町１５－５２〒836-0824

久富　淳磨102882

TEL 0942-75-6200

（株）彩園 8,000 －4002有法

と１園１
福岡県小郡市横隈１６２３－２１〒838-0105

木下　恵介102883

TEL 0947-22-2919

（株）原造園土木 5,000 －4009無法

土１と１舗１園１水１解１
福岡県田川郡福智町神崎１５３３〒822-1202

原　誠102888

TEL 093-453-2210

（株）マクゼス 5,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区大字木下６４２－３〒803-0184

中西　昌人102891

TEL 093-981-7562

コーエイ総合開発 －4008無個

建１電１管１
福岡県北九州市小倉北区今町２－１２－１１－１〒803-0862

児島　一成102893

TEL 092-953-4408

（株）春日電工 3,000 －4011有法

電１
福岡県那珂川市片縄北３－１３－９〒811-1203

高倉　司102895

TEL 092-929-0983

（有）扇商会 3,000 －4011無法

内１
福岡県筑紫野市二日市北１－１７－１〒818-0056

扇　信雄102896

TEL 092-612-5231

（株）九設 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区吉塚４ー３ー３４〒812-0041

　橋　恭二102898

TEL 092-472-2986

共和冷温製造（株） 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区東那珂１－３－５〒812-0892

目原　敏泰102900

TEL 0947-49-0333

（株）さくらトータルライフ 9,000 －4009有法

建１
福岡県田川市大字伊田４１９１－１〒825-0002

堀　弘道102901

TEL 0947-82-0478

（株）鈴見組 5,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡添田町大字添田３３３８－１〒824-0602

鈴見　伸102903

TEL 093-922-8350

（株）総建クリエイト 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区香春口１－５－２３〒802-0084

安田　三樹子102905

TEL 0942-77-0390

中島工務店 －4002無個

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字冨多１８９２－１〒830-1201

中島　貞夫102907
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TEL 0942-39-9382

シンユ工業 －4002無個

土１と１舗１水１
福岡県久留米市小森野３－５－１７〒830-0001

城野　信一102908

TEL 093-452-2734

（有）小倉通信 3,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉南区長尾４－１７－２８〒803-0274

中原　丈治102910

TEL 092-721-0781

（株）九州フジコー販売 50,000 －4001無法

鋼１具１
福岡県福岡市中央区赤坂３ー１３ー２７〒810-0042

大溝　久男102915

TEL 092-811-8263

（株）日髙建設工業 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区橋本１ー２７ー１３〒819-0031

日髙　友和102916

TEL 093-245-7080

中間設備工業（株） 3,000 －4008無法

機１
福岡県中間市七重町２６－２４〒809-0027

中石　辰美102919

TEL 0948-42-4605

小野工業 －4010無個

と１
福岡県飯塚市赤坂８５４－５３〒820-0106

小野　光晴102923

TEL 093-882-1275

（株）大成建設工業 10,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－１３－２６〒804-0031

大成　敏雄102927

TEL 093-581-1234

新日本非破壊検査（株） 60,000 －4008有法

と１塗１
福岡県北九州市小倉北区井堀４－１０－１３〒803-0835

植村　佳之102928

TEL 0943-42-1200

松本電気工事店 －4007無個

電１
福岡県八女市黒木町本分１２４３－３〒834-1213

松本　美千枝102930

TEL 092-624-7739

（株）平和地建 10,000 －4001有法

土１建１
福岡県福岡市東区二又瀬２０－９〒812-0066

髙岡　芳暁102932

TEL 092-937-7700

（株）三友金属 10,000 －4001有法

大１左１石１屋１電１タ１鋼１板１塗１内１具１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石４５－２〒811-2221

遠山　貴広102933

TEL 092-882-6359

古賀工業（有） 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区拾六町１ー１８ー２８〒819-0041

古賀　和成102934

TEL 092-692-9930

（株）Ｉ－Ｋ工業 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県古賀市青柳町７１〒811-3133

池田　一太郎102935
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TEL 092-400-0727

（株）エディモス 12,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区内野４ー４８ー５〒811-1123

堀　典正102936

TEL 092-934-2173

（株）山翔 5,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷立毛９７８－３〒811-2115

山口　英樹102937

TEL 092-408-1297

（有）ＴＳテクノ 3,000 －4011無法

建１と１園１
福岡県那珂川市大字西畑１９６－２１〒811-1246

瀬戸　武102938

TEL 092-555-5845

（有）鳳仙 3,000 －4011無法

屋１板１
福岡県那珂川市大字山田７８４－１〒811-1244

田代　剛司102940

TEL 0949-42-3378

リョウシン建設（株） 5,000 －4004無法

土１建１と１舗１し１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７６８－４２〒807-1312

田中　良市102941

TEL 0949-32-0469

有馬畳店 －4004無個

内１
福岡県宮若市宮田４８０１〒823-0001

有馬　利昭102944

TEL 092-804-1551

カイ・ボー －4001無個

と１井１
福岡県福岡市早良区内野７－２１－１〒811-1123

海田　龍正102946

TEL 092-811-7211

（株）ショウリン建設 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市西区羽根戸５０９ー４〒819-0038

松田　勉102947

TEL 092-586-5640

（株）川端建装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区折立町９－２３－５０５〒811-1303

川端　千秋102948

TEL 092-581-0365

（株）松永建設 5,000 －4011無法

建１
福岡県春日市桜ヶ丘５－６３〒816-0872

松永　忠和102951

TEL 0947-73-4010

大信設備 －4009無個

管１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２７０５－１〒827-0003

江田　大輝102953

TEL 0979-23-3503

矢頭建設 －4005無個

建１
福岡県築上郡吉富町大字広津７３９－２〒871-0811

矢頭　健一102955

TEL 0944-72-9258

野田電業 －4003無個

電１
福岡県柳川市三橋町起田２５５－１〒832-0801

野田　勝美102960
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TEL 0946-21-2026

（有）堤建設工業 3,000 －4006無法

土１と１舗１
福岡県朝倉郡筑前町山隈１４１９－１１〒838-0823

堤　幸男102962

TEL 0944-72-8653

建築津村 －4003無個

建１
福岡県柳川市筑紫町６３５〒832-0077

津村　博史102964

TEL 0942-44-6137

カゴシマ建築企画 －4002有個

建１屋１鋼１
福岡県久留米市高良内町４３９４－１〒839-0852

鹿子島　正也102965

TEL 0942-47-1828

山口設備（株） 3,500 －4002無法

管１
福岡県久留米市草野町吉木１３５６－３〒839-0836

山口　博102966

TEL 092-873-9377

（株）ＥＳＴ 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市城南区東油山１－１２－７〒814-0155

平田　祐也102967

TEL 092-566-9981

（有）アートセキュリティ 3,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市南区柏原１ー２６ー８８〒811-1353

篠　　讓102968

TEL 092-414-1130

（株）アイディーオー 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南４ー３６ー３２〒812-0011

高橋　和也102972

TEL 093-952-0820

（株）栄伸 10,000 －4008無法

鋼１板１機１
福岡県北九州市小倉南区富士見２－５－６〒802-0801

田中　正人102974

TEL 0949-42-0307

誠健建設（株） 10,000 －4004無法

土１と１舗１し１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新北９９９－２〒807-1313

林田　正美102978

TEL 0947-45-2858

耀技建 －4009無個

建１
福岡県田川市大字奈良１７９７－４０８〒826-0043

椎屋　泰二102979

TEL 092-985-4077

（株）オノケン 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市博多区東那珂３－１－３〒812-0892

小野原　賢一102981

TEL 093-617-2952

高木建築 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区星ケ丘１－１５－１４〒807-1264

髙木　利男102983

TEL 093-932-1187

（株）ネーブルグリーン 10,000 －4008有法

建１と１園１
福岡県北九州市小倉北区高坊２－９－１〒802-0053

平山　由夏102984
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TEL 093-695-3993

（有）成和美創 3,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市八幡西区則松東２－１－８〒807-0837

熊野　高之102985

TEL 092-565-0899

下迫田冷設 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区屋形原２－２０－１８〒811-1351

下迫田　大輔102986

TEL 092-621-5508

（株）ライトハンズ 20,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区社領１ー３ー２〒812-0068

吉永　正治102988

TEL 0944-72-9933

真誠建設 －4003無個

土１大１と１
福岡県柳川市南浜武６８〒832-0083

田中　浩102992

TEL 092-809-2525

（株）サン・グリーン 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県福岡市西区大字宮浦２６２７－４〒819-0201

宗　健児102993

TEL 093-281-3366

（株）嶋田鋼業 3,000 －4008無法

と１解１
福岡県遠賀郡岡垣町大字吉木９７８－２〒811-4211

嶋田　勉102995

TEL 093-522-4027

（株）水上組 10,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉北区上富野１－２－４３〒802-0022

水上　涼102998

TEL 092-626-9191

（株）一建興業 500 －4001無法

土１舗１
福岡県福岡市博多区吉塚３ー２８ー１４ー３０５〒812-0041

鶴田　雄一103006

TEL 092-431-8281

（有）森企画 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区東光２ー２０ー３７〒812-0008

森　光繁103008

TEL 092-410-5464

デリハ電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区若宮２－１７－１１〒813-0036

出利葉　孝志103009

TEL 092-321-1940

ホームズ －4001無個

建１
福岡県糸島市香力１４６－３〒819-1147

宮本　誠103011

TEL 0944-73-9057

藤川電工 －4003無個

電１
福岡県柳川市間２３４－１０〒832-0088

藤川　淸信103013

TEL 093-965-6388

（株）薬師寺デザイン 3,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉南区徳力２－１６－１２〒802-0974

藥師寺　廣重103017
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TEL 0944-50-1414

ふじや工務店 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字上内５９６－３〒837-0902

加藤　誠児103020

TEL 0942-43-8405

新谷建設（株） 5,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市国分町１７－１〒839-0863

森　八束103021

TEL 092-866-5756

（株）サンアール 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区七隈７ー２５ー１０〒814-0133

野元　憲二103025

TEL 092-593-7284

（有）ノイズシールド社 3,000 －4011無法

建１電１管１内１
福岡県春日市小倉東２－４１〒816-0826

椿　裕治103027

TEL 092-918-5202

（株）ＴＳ・２ 30,000 －4011無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県太宰府市宰都２－３－２１〒818-0139

植野　真103028

TEL 092-501-5570

（有）旭商行 5,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区板付５－７－６０〒812-0888

清川　直樹103030

TEL 092-806-2988

大神建設（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区大字宇田川原２１４－５〒819-0372

大神　義宣103031

TEL 0947-23-0338

梶原エアーサービス －4009無個

管１
福岡県田川市位登１４９６－１〒826-0044

梶原　隆児103032

TEL 0947-73-3416

（株）タキモト 3,000 －4009無法

土１建１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎４４６６－１〒827-0003

滝本　美智子103033

TEL 092-322-1607

沖名板金工業 －4001無個

板１
福岡県糸島市潤２－２－１５〒819-1105

沖名　勉103037

TEL 092-557-3011

（株）ヒロケンｃｏｒｐ． 20,000 －4001有法

建２と１電１管１塗１防１内１解１
福岡県福岡市南区大池１－２３－３７〒815-0007

齋藤　裕103038

TEL 093-475-4454

（有）ＪＣＰ 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区沼本町１－２５６－１〒800-0208

城　隆国103039

TEL 093-981-5685

上村板金 －4008無個

屋１板１
福岡県北九州市小倉南区上石田２－２４－５１〒802-0833

上村　昌和103040
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TEL 093-482-5828

シーユーシー（株） 4,000 －4008無法

土１建１と１鋼１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森２－４－３０－１０１〒807-0843

德岡　壽103041

TEL 0942-53-2627

（株）五醍建設 8,000 －4007無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県筑後市大字久恵７５１〒833-0011

田中　栄吉103042

TEL 0942-43-5064

（有）渕上熔接 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市東合川４－９－７〒839-0809

淵上　哲103043

TEL 0942-73-3845

丸東産業（株） 1,807,750 －4002有法

塗１機１
福岡県小郡市干潟８９２－１〒838-0112

菅原　正之103044

TEL 0947-44-6662

（有）テクニコ 3,000 －4009無法

機１
福岡県田川市大字川宮５９１〒826-0042

梅木　宏幸103045

TEL 092-871-6585

（有）押渕板金製作所 3,000 －4001無法

大１屋１タ１板１塗１防１内１具１
福岡県福岡市早良区飯倉６ー３５ー１４〒814-0161

押渕　隆103049

TEL 093-951-4451

（株）九新 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉南区湯川５－５－２〒800-0257

辛島　康雄103051

TEL 093-881-3880

大和海工（株） 65,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市戸畑区境川２－８－７〒804-0013

石嶋　純一103052

TEL 092-952-1827

（有）シティ空調設備工業 3,000 －4011有法

管１
福岡県那珂川市五郎丸１－４１〒811-1252

二又　昭彦103053

TEL 092-551-5232

（有）リビングアート 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区塩原１ー１８ー４〒815-0032

副島　健吾103054

TEL 0948-82-0045

九営機工（株） 40,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市仁保９－３〒820-0115

工藤　育子103057

TEL 0944-87-9031

下田商事 －4003無個

具１
福岡県大川市大字大野島２１６８〒831-0045

下田　利秋103059

TEL 093-617-0664

新共電業社 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区岩崎１－３－２２〒807-1153

島田　絋一103060
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TEL 093-571-9251

（株）ＴＨ工業 2,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区下到津４－７－１２〒803-0846

谷　秀志103061

TEL 092-605-6181

（有）アプロ 20,000 －4001無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市東区上和白２５７〒811-0216

柳　在旺103062

TEL 092-584-4382

（株）若草電気 6,000 －4011無法

電１
福岡県春日市桜ケ丘６－６２〒816-0872

三苫　正利103064

TEL 092-409-1620

（株）栗原建装 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区高木１－１６－２０〒815-0004

栗原　義彦103066

TEL 093-982-0530

（株）エンバイロン 9,000 －4008無法

土１建１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘２－３－４〒802-0052

林　久嗣103069

TEL 0940-52-0478

阿部建設（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県福津市宮司１－６－２２〒811-3305

阿部　康英103071

TEL 092-954-1130

（株）西喜 10,000 －4011有法

機１
福岡県那珂川市松木１－１５０－１　１０３〒811-1251

橘　信春103072

TEL 092-595-7793

山城ボーリング工業・福岡 －4011無個

井１
福岡県大野城市つつじヶ丘４－１３－７〒816-0962

山城　忠明103073

TEL 0944-87-8580

（有）竹下建具工芸 10,000 －4003無法

内１具１
福岡県大川市大字一木字西田７３３－１〒831-0034

竹下　直哉103075

TEL 093-982-6561

メタルサイン －4008無個

と１鋼１具１
福岡県北九州市八幡西区大字野面１９３６〒807-1262

矢野　洋平103076

TEL 092-400-7985

（株）アジャスタール 700 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市西区富士見１－１９〒819-0387

合谷　秀明103079

TEL 092-627-1666

（株）カガミ 1,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区筥松１－１６－１１〒812-0061

各務　理恵103081

TEL 092-717-5601

（有）バウプロダクト 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区草香江２－１２－４－３０４〒810-0045

宮崎　郷太103086



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

900頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-692-2330

ＫＭ工舎 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区三ツ頭１－５－２〒807-0878

金城　満103089

TEL 0944-73-9003

田中左建 －4003無個

左１と１
福岡県柳川市間１０５１－８〒832-0088

田中　年彦103090

TEL 092-405-0882

（有）三谷空調 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字新原２７４－２１６〒811-2111

三谷　正晴103091

TEL 0948-22-4422

林田コンクリート工業（株） 50,000 －4010有法

土２と２
福岡県飯塚市伊岐須字後牟田４８２－１１〒820-0053

林田　賢一103092

TEL 0947-42-8212

丹村鉄工所 －4009無個

鋼１
福岡県田川市大字伊加利２１８７－６〒825-0001

丹村　和成103093

TEL 092-327-2811

（株）江口建設 5,000 －4001有法

建１大１
福岡県糸島市志摩馬場１１１８－７〒819-1305

江口　安徳103095

TEL 092-934-0238

（株）高川工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町平和２ー９ー８〒811-2121

髙川　晃一103097

TEL 092-944-3361

（株）藤川工業 2,000 －4001無法

と１
福岡県古賀市小竹５８８ー９〒811-3135

藤川　末広103099

TEL 0942-48-0606

（株）中野仮設工業 8,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市山本町豊田１９７〒839-0827

中野　博允103100

TEL 093-472-2769

（有）田中保温 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区長野本町１－８－２３〒800-0241

島生　志麻103102

TEL 0942-44-1590

中野商店 －4002有個

土１舗１
福岡県久留米市山本町豊田１２４２－５〒839-0827

柴田　博文103104

TEL 092-401-9009

（株）キョウエイホーム 7,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘６ー３ー８〒813-0003

末本　要一103105

TEL 092-555-7288

（有）エフツーアート 3,000 －4011無法

鋼１内１
福岡県太宰府市大字内山４２３－１〒818-0115

福山　眞ニ103107



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

901頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-948-2870

村田建設 －4001無個

大１
福岡県糟屋郡篠栗町和田３－１３－２２〒811-2414

村田　孝男103108

TEL 093-742-5755

（株）川建組 5,000 －4008無法

土１と１し１解１
福岡県北九州市若松区大字竹並１１１１－１〒808-0121

川元　哲也103109

TEL 093-751-0267

（株）とくもと 6,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市若松区桜町２１－３０〒808-0026

　本　初夫103110

TEL 093-653-1857

志垣保温 －4008無個

絶１
福岡県北九州市小倉北区泉台１－１３－１－２０２〒803-0842

志垣　孝範103113

TEL 092-561-8441

（株）大川保温工業所 3,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市南区屋形原２ー９ー４〒811-1351

大川　敏治103115

TEL 093-742-3351

（株）沖村総合建設 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区青葉台西５－９－１０〒808-0143

沖村　邦由103116

TEL 092-324-8430

（有）成蹊技建 3,000 －4001無法

建１大１と１
福岡県糸島市三雲６６７－２〒819-1583

松嶋　新也103118

TEL 092-874-0211

（株）テクノス 10,000 －4001無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市城南区神松寺３ー２２ー２〒814-0121

吉田　美穂子103122

TEL 092-811-8601

住環建築工房 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区金武１８５６ー９〒819-0035

宇都　建二103123

TEL 092-957-4110

西日本ルーフ工業 －4001無個

防１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬中園６２ー１〒811-2412

古田　幸陽103125

TEL 092-954-0003

（有）ミタカ産業 3,000 －4011無法

と１解１
福岡県那珂川市大字上梶原３３０〒811-1223

鷹見　三久103126

TEL 092-512-5827

（株）システック 5,000 －4001有法

電１管１通１
福岡県福岡市南区長住３－１－３３〒811-1362

磯　始宏103128

TEL 092-738-2242

（株）ＭＩＴ 18,000 －4001有法

建１と１内１
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１２－９〒810-0004

岩本　昭103129



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

902頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-45-0132

ティーワイ・エステート（株） 4,000 －4009有法

建１
福岡県田川市魚町８－２７〒825-0014

原口　太一103134

TEL 0949-26-5016

（株）大翔 5,000 －4004無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県直方市大字頓野４０９１－１〒822-0002

森田　日出登103136

TEL 092-204-8888

（有）ふれんど 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区比恵町１６ー３２〒812-0014

有安　慎一郎103143

TEL 092-400-0028

（株）水設 20,000 －4001無法

土２と２管２舗２水２
福岡県福岡市早良区有田４ー３２ー１１〒814-0033

田井　錠ニ103144

TEL 092-503-1610

（株）中山商店 5,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市博多区浦田２ー９ー６〒812-0861

中山　宏之103145

TEL 0944-41-6060

（有）志晃電設 3,000 －4003無法

電１管１
福岡県大牟田市大字甘木９１５〒837-0905

末藤　太志郎103147

TEL 093-562-8808

（株）一輝 5,000 －4008無法

と１管１
福岡県北九州市小倉北区西港町９０－１３〒803-0801

松岡　輝103149

TEL 09496-2-7919

（有）タニガワ内装 3,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市勢田３３８－６７〒820-1111

谷川　正広103151

TEL 093-952-1072

アクア企画 －4008無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県北九州市小倉北区片野４－１４－１〒802-0064

野田　俊一103153

TEL 0942-26-4448

久保山建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市荒木町荒木８５４－３〒830-0063

久保山　平一103154

TEL 093-434-0497

小林工務店 －4005無個

建１
福岡県京都郡苅田町大字雨窪３２４－１〒800-0366

小林　竜二103156

TEL 092-692-6201

（株）福岡エムス 6,000 －4001無法

と１機１
福岡県福岡市東区蒲田３－２－３２〒813-0023

上原　政徳103167

TEL 092-400-0253

（株）グレイト 10,000 －4001有法

電１機１通１
福岡県福岡市東区大字香椎５０１ー７〒813-0011

山本　孝和103168



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

903頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-662-0374

金子電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区香椎台４ー１０ー１〒813-0014

金子　寛樹103169

TEL 092-980-5072

プランニング　ケイエスティ －4011無個

建１
福岡県春日市松ヶ丘３－４〒816-0843

熊江　賢二103170

TEL 092-524-2230

（有）イデア建創社 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区平和５ー８ー６〒810-0016

足達　龍俊103172

TEL 0944-51-1385

（株）祐誠 5,000 －4003無法

土１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県大牟田市下白川町１－６３〒837-0928

猿渡　憲一103173

TEL 092-982-2142

（有）ＢＥＯＲＣ 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－１２－８０３〒810-0004

田中丸　大輔103175

TEL 0944-72-0523

（株）柳川電設 5,000 －4003無法

土１電１通１
福岡県柳川市佃町６１９－２〒832-0051

松鵜　壽103178

TEL 093-321-3513

（有）リョーケン 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区谷町１－１２－５－３１２〒801-0872

奥村　亮二103180

TEL 0949-43-2222

（有）石田商事 3,000 －4004有法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７１４〒807-1307

石田　政志103181

TEL 0930-33-2689

古森一級建築設計事務所 －4005有個

土１建１と１舗１水１
福岡県京都郡みやこ町豊津８－４〒824-0121

古森　智博103182

TEL 093-541-1362

（有）豊建設 5,000 －4008有法

土１と１し１
福岡県北九州市小倉北区大田町１４ー５０〒802-0015

中内　豊103183

TEL 092-985-5498

（株）Ｒ・サポート 9,000 －4001有法

塗１
福岡県福岡市東区社領１ー１１ー１４〒812-0068

吉田　正弘103189

TEL 092-324-7580

（株）栄和建設 5,000 －4001有法

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１水１解１
福岡県糸島市有田中央２－３－２０〒819-1127

若狭　建隆103190

TEL 092-410-6306

（株）オガワ 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂２－２５－１７〒811-2103

小川　雄三103195



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

904頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0946-42-2072

（有）多田産業 3,000 －4006無法

内１
福岡県朝倉郡筑前町中牟田１７５〒838-0226

山崎　英次103196

TEL 092-582-2263

福岡ビルテック（株） 5,000 －4011無法

建１塗１
福岡県春日市天神山１－１１５〒816-0855

波田　幸樹103197

TEL 093-962-0941

（株）タカギ 98,000 －4008有法

管１園２
福岡県北九州市小倉南区石田南２－４－１〒802-8540

髙城　壽雄103198

TEL 092-871-5252

（株）山本道路 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市城南区長尾４ー７ー１６〒814-0123

山本　伸二103199

TEL 093-692-9245

　野電機（有） 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城２７６９－１〒807-0801

　野　幸彦103201

TEL 093-472-4672

（有）祥永マシン 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区下貫３－６－３４〒800-0236

田代　良明103202

TEL 0979-23-4415

向野工務店 －4005無個

管１
福岡県築上郡吉富町大字幸子９１０－４〒871-0821

向野　信也103204

TEL 0949-23-0889

（有）奥永組 8,000 －4004無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
福岡県直方市大字下境３１９５〒822-0007

奥永　良介103205

TEL 0948-26-5551

コースイ（株） 20,000 －4010有法

土１管１機２
福岡県飯塚市柏の森４８８－１〒820-0011

鶴田　泰三103206

TEL 092-806-5595

エヌ．システム －4001無個

板１内１
福岡県福岡市西区大字千里２８０－１７〒819-0374

中山　愼吾103208

TEL 0946-22-9844

（有）住まいる工房 3,000 －4006有法

建１管１
福岡県朝倉市中原３９２－１〒838-0056

徳永　秀俊103209

TEL 092-410-4372

（株）ミズテック 5,000 －4001無法

板１具１
福岡県糟屋郡志免町王子１－２０－１４〒811-2209

水元　康博103210

TEL 092-516-8844

（株）カシマ防災設備 5,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市早良区賀茂１－９－１５〒814-0164

鹿島　浩司103212



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

905頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-937-0964

（株）ユニオン 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木６７５－６〒811-2112

田中　克典103213

TEL 092-283-0031

（株）ケイ・エル・アイ 80,000 －4001有法

電２
福岡県福岡市博多区住吉３－３－１〒812-0018

安部　能成103214

TEL 092-461-2221

（株）地工 28,000 －4001有法

土２と２電２舗２水２解２
福岡県福岡市博多区東比恵３ー１３ー５６〒812-0007

宮崎　辰哉103215

TEL 0947-22-3947

小池設備工業 －4009無個

土１と１石１管２鋼１舗１し１水１消１解１
福岡県田川郡福智町神崎１５７７－３〒822-1202

小池　隆治103216

TEL 093-282-5582

（有）西日本セラミック工業 3,000 －4008有法

機１
福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切１６０７－３〒811-4222

船曳　貢司103222

TEL 093-244-0292

笹井工業 －4008無個

絶１
福岡県中間市朝霧２－１８－１８〒809-0021

笹井　治103223

TEL 093-436-1799

円工業 －4005無個

と１
福岡県京都郡苅田町大字尾倉４０９７－４〒800-0353

則松　和幸103225

TEL 0948-21-1930

（有）田中機工 3,000 －4010無法

土１と１鋼１機１
福岡県飯塚市楽市３１２－８〒820-0074

田中　俊次103226

TEL 093-244-5071

（株）大信土木建設 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県中間市大字上底井野１７０３－３〒809-0003

水田　康弘103227

TEL 093-863-6000

（株）ネットコネクション 5,000 －4008無法

電１通１
福岡県遠賀郡岡垣町旭南４－３〒811-4200

土肥　稚宏103228

TEL 092-571-8671

（株）アクロス広告社 10,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市博多区新和町２－１－３５〒812-0875

竹中　信雄103231

TEL 092-503-9010

（株）ｓｔｅｐ 3,000 －4011有法

内１
福岡県大野城市御笠川４－３－１１－１０７〒816-0912

岩﨑　国彦103232

TEL 092-718-0620

西鉄ビルマネージメント（株） 55,000 －4001有法

建２電２管２通１消１
福岡県福岡市中央区今泉１ー１２ー２３〒810-0021

高松　健司103236
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TEL 093-741-2799

（株）ＡＰＳ 40,000 －4008有法

土１園１
福岡県北九州市若松区大字竹並３０３７〒808-0121

大山　包夢103237

TEL 093-618-3086

丸達保温 －4008無個

絶１
福岡県北九州市八幡西区岩崎３－１６－６〒807-1153

稲垣　達也103242

TEL 092-327-2031

森川工業（株） 500 －4001無法

管１
福岡県糸島市志摩小金丸２１６４－２１〒819-1323

森川　良一103244

TEL 0942-26-0755

（株）フクナン開発 5,000 －4002有法

土１と１舗１し１解１
福岡県久留米市荒木町白口１６０２〒830-0062

中川原　孝103245

TEL 092-588-3810

ワーク建設工業（株） 5,000 －4011無法

建１大１と１屋１タ１鋼１内１
福岡県春日市上白水３－８６〒816-0844

野村　一也103246

TEL 092-622-1878

福生産業（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡志免町御手洗２－７－２８〒811-2206

長峪　孝生103249

TEL 093-201-5995

建築工房　アルファ －4008無個

建１
福岡県遠賀郡水巻町伊左座５－１－２０〒807-0056

荒木　敏晴103255

TEL 0930-26-7037

（有）ピュアグリーン 3,000 －4005無法

土１建１園１
福岡県行橋市泉中央８－１－２２〒824-0034

寺﨑　貴之103256

TEL 0946-42-1190

アサプラントエンジニアリング（株） 95,000 －4006有法

機１
福岡県朝倉郡筑前町安野２１２－２〒838-0213

古賀　佳惠103258

TEL 092-481-5696

（合）メタプロ 5,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－４－１６〒812-0016

川下　哲之103260

TEL 092-812-6280

（有）シンテック 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区大字金武２１０６ー１〒819-0035

山本　眞ニ103262

TEL 092-985-0717

（株）宣広通信 1,700 －4011無法

通１
福岡県筑紫野市紫６－１９－３０〒818-0061

藤吉　博仁103266

TEL 0942-26-2164

丸忠電業 －4002無個

電１通１
福岡県久留米市大善寺町宮本１４７３－１〒830-0073

末永　忠103270
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TEL 0942-35-2295

ホリタ空調サービス －4002無個

管１
福岡県久留米市京町２４８－１３〒830-0028

堀田　秀則103272

TEL 093-982-4451

（有）エアーズ 3,000 －4008無法

電１管１
福岡県遠賀郡遠賀町今古賀６５４〒811-4303

永田　富十士103274

TEL 092-952-0365

（有）那珂川基礎産業 3,000 －4011無法

土１と１
福岡県那珂川市五郎丸３－２－１３〒811-1252

日野　努103275

TEL 0942-54-6633

（有）アイ・スタジオ 3,000 －4002無法

鋼１塗１
福岡県久留米市三潴町西牟田６５５０－８〒830-0111

井上　浩文103276

TEL 0930-23-5121

靖共建設（有） 5,000 －4005無法

土１建１と１鋼１舗１
福岡県行橋市大字元永９６８〒824-0015

山中　靖103277

TEL 092-711-7181

（株）西日本とび機工 10,000 －4001無法

と１鋼１
福岡県福岡市中央区警固１－３－１９－２０１〒810-0023

藤田　美紀子103278

TEL 092-663-6337

（株）ダイケイ空調 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市東区蒲田３－１１－６〒813-0023

小西　大介103279

TEL 092-871-7115

大和太建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区次郎丸４ー１４ー５９〒814-0165

栗山　勇103280

TEL 092-567-7330

木室工業 －4001無個

板１具１
福岡県福岡市南区老司１ー１ー７〒811-1346

木室　裕次103282

TEL 093-452-1211

（有）有　メタル 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉南区春吉２３１〒803-0265

有　　雄二103284

TEL 093-962-6254

（株）荒木設備工業 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区八重洲町７－１８〒802-0831

荒木　芳夫103285

TEL 092-572-3322

福博化成（株） 9,000 －4011有法

管１鋼１内１
福岡県大野城市仲畑１－２０－２４〒816-0921

東　信一郎103286

TEL 0948-24-6000

日本テクノ（株） 30,000 －4010有法

電１消１
福岡県飯塚市枝国２１７－１〒820-0081

田中　靖人103287
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TEL 092-554-3347

（株）古賀建設 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区長丘３－２１－１０〒815-0075

古賀　明103290

TEL 092-986-2635

（株）アスコム 5,000 －4001無法

管１内１
福岡県福岡市南区長住２ー１ー３４〒811-1362

松岡　潔103292

TEL 092-403-2025

（株）日昇道路 3,000 －4001無法

土１と１管１舗１塗１水１
福岡県福岡市南区五十川２－２５－２１〒815-0001

林田　淳一103294

TEL 092-572-2394

（株）豊板金工業 5,000 －4011無法

板１
福岡県大野城市仲畑３－７－３５〒816-0921

安武　弘一103295

TEL 093-982-5059

ワカサ工業 －4008無個

左１
福岡県北九州市小倉北区熊谷１－５－６〒803-0864

川村　敬視103300

TEL 093-321-3030

田中興産 －4008有個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市門司区鳴竹２－７－１２〒801-0881

田中　茂美103301

TEL 0948-22-9897

金﨑建設 －4010無個

土１建１
福岡県飯塚市中１３２９〒820-0065

金﨑　善則103302

TEL 092-504-3201

（株）メイク・ワン 5,000 －4011無法

鋼１内１
福岡県大野城市大池１－５－２５〒816-0904

一宮　典生103304

TEL 0943-23-3323

（株）ホクショウ 10,000 －4007無法

土１と１舗１水１解１
福岡県八女市豊福２８７－１〒834-0016

北川　和文103305

TEL 093-341-0895

三興電気商会 －4008無個

電１
福岡県北九州市門司区黒川西１－１－８〒801-0825

森田　正徳103307

TEL 092-587-0688

（株）創拓 3,000 －4011無法

建１塗１
福岡県大野城市中２－１３－３５〒816-0906

渡邉　勝洋103309

TEL 092-927-0415

エコグリーン社 －4011無個

園１
福岡県筑紫野市光が丘４－８－３〒818-0036

足立　裕一郎103310

TEL 092-558-8641

（株）リバイヴ 1,000 －4001無法

鋼１内１
福岡県福岡市博多区光丘町２－３－１０〒812-0874

清水　睦弘103311
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TEL 092-833-5522

（株）マーキュリーホーム 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区原５－１４－８－２０１〒814-0022

篠崎　正哉103315

TEL 092-692-7235

（株）ヒロショウ技建 8,000 －4001無法

左１と１塗１防１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１７７－１〒811-2112

　末　大介103316

TEL 093-616-6704

（有）ヤマノ設備 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区香月西３－１１－３５〒807-1103

山野　寛之103319

TEL 092-946-2536

阿部電工（株） 1,000 －4001無法

電１
福岡県古賀市薦野１３６０－４〒811-3122

阿部　照義103321

TEL 092-327-1192

浜地建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩馬場３５２〒819-1305

浜地　繁巳103324

TEL 0949-32-0808

（有）笑テクニカル工業 3,000 －4004無法

電１管１
福岡県宮若市磯光１３２９－１〒823-0004

庄司　勝浩103329

TEL 0948-43-8713

毎日設備 －4010有個

土１と１管１舗１水１
福岡県飯塚市太郎丸１０９１－１〒820-0076

田中　至103330

TEL 0930-55-0733

（株）ダイケン 15,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡苅田町大字与原１９９５－１〒800-0323

大島　芳弘103331

TEL 092-624-4862

（株）ジオテックコシヂ 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区多の津５ー４４ー９〒813-0034

城戸　真美103332

TEL 0943-24-4740

（有）日軽住設 5,000 －4007無法

建１屋１
福岡県八女市馬場１２８〒834-0023

諸岡　義幸103334

TEL 093-222-0316

（有）コア企画 5,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿１１７０－１〒807-0141

川原　学103336

TEL 093-531-1124

（株）清水電設 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区小文字１－１３－３５〒802-0037

清水　剛103337

TEL 093-372-8470

（株）オフィス・タチ 1,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市門司区社ノ木１－１１－８〒800-0054

舘　眞一103338
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TEL 092-952-2153

（株）武末建設 5,000 －4011無法

建１大１
福岡県那珂川市片縄東１－６－２３〒811-1204

武末　賢次103339

TEL 092-806-8061

（有）キャリアー・キョーシン 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区大字田尻２５８４〒819-0383

畑江　正信103340

TEL 0979-83-0227

ツネホーム －4005無個

建１
福岡県豊前市大字大西１０２３－３〒828-0064

恒成　隆秀103341

TEL 0943-72-2400

林田農園 －4002有個

園１
福岡県久留米市田主丸町豊城１７６１〒839-1234

林田　髙夫103342

TEL 093-371-9339

（有）マツザキ特殊 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市門司区泉ケ丘３－１７〒800-0041

松崎　惣平103345

TEL 093-244-1768

建築施工松建 －4008無個

建１
福岡県中間市中央１－３４－１〒809-0030

松尾　剛103347

TEL 0943-22-6083

古賀建設 －4007無個

建１
福岡県八女市宅間田３８６－１〒834-0001

古賀　博文103348

TEL 092-952-0730

藤丸電設（有） 3,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市片縄北８－１２－８〒811-1203

藤村　武則103349

TEL 092-781-2032

（有）大玄リフォーム 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区薬院２ー１７ー２８〒810-0022

西山　陽子103354

TEL 092-631-4682

（有）太平洋建築社 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区箱崎２ー１５ー１７〒812-0053

馬場　誠司103358

TEL 092-776-6936

山本工業 －4001無個

左１石１タ１
福岡県福岡市早良区田村５－２５－１４〒814-0175

山本　康希103359

TEL 092-863-3336

（株）創新 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区東油山４ー８ー１５〒814-0155

　　　　彦103360

TEL 092-262-7818

（有）博硝 3,000 －4001無法

ガ１
福岡県福岡市博多区対馬小路６ー１４〒812-0020

渡邊　清彌103363
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TEL 093-551-0552

松下ビルケア（株） 10,000 －4008無法

建１と１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉北区山門町５－２２〒802-0024

松下　弘幸103365

TEL 093-383-7000

（株）杉本電設 5,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区横代北町３－１１－１〒802-0821

杉本　宣明103366

TEL 093-617-2773

（株）セキュリティサービス 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区船越１－４－１５〒807-1111

宮﨑　文人103368

TEL 0942-52-3027

鶴田建設 －4007無個

土１水１
福岡県筑後市大字山ノ井１０２７－５〒833-0031

靍田　新志103369

TEL 0948-52-6447

（株）エクシング 3,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市平塚２８３－１〒820-0702

山室　英一103371

TEL 092-572-6965

九州エンジニアリング（株） 10,000 －4011無法

機１
福岡県大野城市仲畑１－９－４〒816-0921

中原　誠子103373

TEL 092-502-3101

（株）ＳＰＲ工業 7,000 －4001無法

土１と１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区板付４－７－２８〒812-0888

山内　修二103374

TEL 0942-75-5119

（有）ケーワイインスペクト 3,000 －4002無法

鋼１
福岡県小郡市三沢４０５２－３〒838-0106

香田　伸103377

TEL 0948-21-4734

（有）光住設 3,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市小正４１６－２〒820-0089

永田　浩三103379

TEL 093-223-1023

（有）赤星建設 4,000 －4008無法

土１建１解１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３１－５〒807-0141

赤星　満子103381

TEL 093-235-5050

（有）安藤電設 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市八幡西区上上津役５－２４－２〒807-0072

安藤　元春103382

TEL 092-473-5885

（株）あお建築設計事務所 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南２－２－２６〒812-0016

山　　晃103384

TEL 092-711-8301

（株）ダイシンエンジニアリング 5,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市中央区大手門３ー１３ー１ー２０４〒810-0074

森　裕晃103385



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

912頁

福岡県
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TEL 092-405-5860

アベビニール（株） 10,000 －4001有法

管１機１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須惠１１６３ー４〒811-2114

阿部　貴男103387

TEL 0946-28-8631

（株）豊秀 1,000 －4006無法

筋１
福岡県朝倉郡筑前町依井３７９－１〒838-0813

宗像　勇103393

TEL 093-481-5399

（有）周防電設機工 4,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市門司区吉志２－１９－１３－１０１〒800-0114

山下　哲州103394

TEL 093-619-5508

菊美総合建設 －4008無個

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市八幡西区池田１－６－４〒807-1125

菊武　保幸103396

TEL 0949-42-3399

（株）大輝建設 5,000 －4004無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延１１６－３〒807-1305

大山　みゆき103400

TEL 092-593-6697

（株）ハヤカワ電装 10,000 －4011無法

電１鋼１
福岡県大野城市仲畑２－４－１５〒816-0921

馬渡　喜一郎103401

TEL 0944-54-1522

（有）アーキテクト・タナカ 3,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市大字草木１１８４－８〒837-0917

田中　行道103406

TEL 093-618-7422

雅住建 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬２－４－６１〒807-1261

北村　雅孝103409

TEL 092-928-6288

（株）リキュウ 10,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市御笠５－１２－２０〒818-0110

山下　利久103413

TEL 092-207-2525

（有）アイダス 5,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市西区大字田尻５６２－１〒819-0383

中隈　勝彦103414

TEL 0942-51-3663

（株）グラウンディングホーム 1,000 －4002有法

土１建１大１管１
福岡県久留米市荒木町白口１６１８－６〒830-0062

安達　房夫103415

TEL 093-481-1193

（株）山翔 3,000 －4008有法

建１大１と１
福岡県北九州市門司区伊川１９７０－２〒800-0101

山田　正信103416

TEL 092-811-6699

（有）柳田塗装工業 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区野方４ー１５ー２６〒819-0043

柳田　直記103417
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福岡県
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TEL 093-631-1113

（株）家工房木の匠 2,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区陣原１－６－１０〒807-0821

松下　輝行103418

TEL 093-965-0560

（株）福成 3,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県北九州市小倉南区大字堀越２３－１〒802-0835

丹本　竜太103419

TEL 093-602-2202

和田工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区泉ケ浦１－１６－９〒807-0854

和田　浩文103420

TEL 092-402-3701

（株）エススタイル 1,000 －4001無法

土１と１塗１解１
福岡県福岡市東区香椎浜２－３－２２〒813-0016

芝木　崇行103425

TEL 0943-77-4997

生野智建 －4002無個

建１
福岡県うきは市浮羽町古川１０６５－７〒839-1406

生野　竜司103427

TEL 0942-47-4742

リモデルＩ －4002無個

建１
福岡県久留米市草野町草野７８１－３〒839-0835

井上　隆浩103429

TEL 092-710-0377

（株）新創建設 3,000 －4011無法

土１建１
福岡県春日市上白水３－２２〒816-0844

橋口　広之103430

TEL 092-865-8750

朝日工房 －4001無個

大１内１
福岡県福岡市早良区田隈２－４－２〒814-0174

平山　豊治103434

TEL 092-408-5837

（株）創建 3,000 －4011無法

土１建１大１内１
福岡県那珂川市大字不入道８６１－１〒811-1231

早田　国博103439

TEL 092-631-0739

永野電興 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区箱崎２ー１４ー２〒812-0053

永野　広幸103440

TEL 092-937-0211

（有）松　硝子店 5,000 －4001無法

ガ１具１
福岡県糟屋郡志免町田富２ー１０ー２〒811-2204

松　　公103442

TEL 092-673-6200

（株）サン建産業 10,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市東区千早２－２－４３〒813-0044

大山　貞子103443

TEL 0949-22-5555

（株）九酸 10,000 －4004有法

管１機１
福岡県直方市大字上新入１６７７－２８〒822-0033

有吉　慶　103447
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TEL 0948-65-0387

津村工業（株） 3,000 －4010無法

管１機１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２３９０〒820-0607

津村　浩次103448

TEL 0949-54-0800

（株）宮若興産 3,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県宮若市小伏１３９７〒822-0132

安河内　千都恵103449

TEL 092-522-6650

（株）フクデン 10,000 －4001無法

大１管１タ１内１具１
福岡県福岡市中央区清川２ー１２ー４〒810-0005

岡田　順103451

TEL 093-965-9115

（株）アイテック 10,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市小倉南区蒲生３－３－１９〒802-0978

田川　浩一103456

TEL 093-474-5677

（有）グリーンカンパニー 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県北九州市小倉南区長野１－８－２２〒800-0228

大迫　正勝103457

TEL 093-701-6682

（有）ケイ・エム・ケイ 3,000 －4008無法

タ１機１
福岡県北九州市若松区大井戸町１０－１７〒808-0033

徳光　正則103460

TEL 092-834-5816

（有）エバーホーム 3,000 －4001無法

建１大１管１内１
福岡県福岡市城南区田島２－２０－２３〒814-0113

山方　勉103462

TEL 092-406-0455

（株）アラタリズム 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵１３６ー１６〒811-2113

新家　宏行103463

TEL 092-555-2233

（株）電気通信 10,000 －4001有法

通１消１
福岡県福岡市南区柏原６－３５－３〒811-1353

棚橋　佳余子103464

TEL 092-962-5558

（株）福岡向陽 10,000 －4001無法

と１解１
福岡県糟屋郡新宮町的野７２９－１〒811-0104

柳　一103465

TEL 0947-72-8345

（株）ＨＩＫＡＲＩ通信 3,000 －4009無法

電１通１
福岡県田川郡川崎町大字川崎４４７５－５〒827-0003

山下　秀司103466

TEL 0942-72-7266

（株）メック 40,000 －4002有法

電１通１
福岡県小郡市福童１９６－１〒838-0137

臼井　惠103467

TEL 092-927-0068

（有）天山工業 3,000 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市大字天山２８４－１〒818-0012

八尋　進103470
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TEL 092-834-6338

（株）カズ 3,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市城南区田島１－２－３０－２〒814-0113

古畑　和則103474

TEL 092-716-1333

（有）藤企画 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区港２ー４ー１〒810-0075

藤本　哲幸103476

TEL 0949-28-4172

（合）三心工業 400 －4004無法

土１と１
福岡県直方市大字下境４０３８－１９〒822-0007

諸石　泰朗103482

TEL 092-954-0953

（有）古川建設 5,000 －4011無法

土１と１管１舗１水１
福岡県那珂川市片縄北２－８－２８〒811-1203

古川　祥一103484

TEL 0946-22-2995

焼山ガラス店 －4006無個

ガ１具１
福岡県朝倉郡筑前町新町４９９〒838-0816

燒山　豊樹103488

TEL 0946-24-6605

川波建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉郡筑前町久光６１５－１〒838-0802

川波　信一103489

TEL 093-452-2590

（株）五条建設 7,000 －4008無法

土１建１と１鋼１
福岡県北九州市小倉南区大字石原町１３５－２〒803-0185

村谷　正顯103490

TEL 093-967-7381

九州光（株） 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区今町２－１５－１８〒803-0862

中尾　隆光103491

TEL 093-383-1354

（株）シティアシスト 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区北方２－１９－１６〒802-0841

阿辺　成人103492

TEL 092-404-1732

田電 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区野芥６－１０－１８〒814-0171

田中　元幸103495

TEL 0944-86-3414

（有）執行企画工芸 3,000 －4003無法

内１
福岡県大川市大字下青木１５２－１〒831-0001

執行　英夫103496

TEL 092-502-4013

（株）ニチボー環境エンジニアリング 10,000 －4001無法

と１機１
福岡県福岡市博多区板付４－７－２８〒812-0888

藤野　善規103498

TEL 092-581-8312

（有）豊住建 3,000 －4011無法

建１
福岡県春日市白水ヶ丘４－１５６〒816-0845

吉村　豊103501
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TEL 092-982-2755

（株）Ｊ・Ｔ・Ｋ 5,000 －4001無法

土１建１
福岡県福岡市博多区吉塚４－１０－４８〒812-0041

串尾　貴幸103504

TEL 093-342-1810

（有）イワト 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１絶１
福岡県北九州市門司区黒川東２－２２－８〒801-0826

西郡　岩博103507

TEL 092-504-6168

床建工業 －4011無個

左１
福岡県大野城市乙金台３－５－１〒816-0903

原田　浩103510

TEL 092-576-9127

（株）錦江造園土木 5,000 －4011無法

と１解１
福岡県春日市大字下白水６７－１１〒816-0842

奥　雅之103511

TEL 0948-82-1492

岩田電気 －4010無個

土１
福岡県飯塚市綱分６７１－１１〒820-0101

岩田　真吾103513

TEL 0947-22-2033

赤金工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡福智町伊方２２３６－１〒822-1211

赤金　年明103515

TEL 093-203-3203

（有）エムウィン 3,000 －4008有法

電１
福岡県遠賀郡水巻町宮尾台１５－３〒807-0041

池本　稔103518

TEL 093-771-4655

（株）古嶋クレーン 12,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市若松区大字安瀬２６－１〒808-0022

古嶋　厚103519

TEL 093-761-4076

（株）接備工業 5,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県北九州市若松区白山２－１０－２８－３０１〒808-0035

新村　公二103520

TEL 0940-52-4731

（有）ミヨシテクノ 3,000 －4008無法

と１防１
福岡県福津市宮司浜１－６－１２〒811-3311

三好　勝憲103522

TEL 0944-88-0499

まこと工業 －4003無個

土１と１舗１し１水１
福岡県大川市大野島２４８７－１〒831-0045

古川　誠103525

TEL 092-400-1015

（株）イタクラ 7,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区西入部４－１－１３〒811-1121

榊　信也103527

TEL 092-554-3388

（株）緑和造園 5,000 －4001無法

土１と１舗１園１
福岡県福岡市南区皿山１ー１ー１０〒811-1365

稲葉　大二103529



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

917頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-986-5208

（株）コスモ技建 5,000 －4001無法

左１タ１塗１防１
福岡県福岡市西区野方４－３２－１１〒819-0043

天野　國男103533

TEL 092-935-3252

（有）エムケーテック 1,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石２５３ー２０１〒811-2221

簑原　隆柱103535

TEL 0930-56-2925

ハラダボーリング －4005無個

井１
福岡県築上郡築上町大字真如寺１２２８－２〒829-0305

原田　秀行103536

TEL 093-581-1211

九州エレベータ・サービス（有） 5,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区井堀２－６－２０〒803-0835

塚本　茂雄103540

TEL 092-472-1550

（株）アウトプット 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－１４－１４－２０３〒812-0896

岩橋　伸也103544

TEL 093-603-3345

（株）山﨑設備 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区藤原３－１６－１〒807-0873

山﨑　龍朗103545

TEL 0940-43-2676

（有）吉本工務店 3,000 －4008無法

建１大１
福岡県福津市福間南４－２４－２〒811-3212

吉本　道久103546

TEL 092-566-7072

（株）ツカサ 15,000 －4001無法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市南区老司２－２３－８１〒811-1346

　永　ツネヨ103547

TEL 092-935-2673

野添工業所（株） 9,000 －4001無法

管１機１
福岡県糟屋郡志免町別府東２ー２ー１１〒811-2231

野添　明103550

TEL 092-406-7500

（株）Ｄｅ’ ｐ．ｌａｓ． 20,000 －4001無法

建２
福岡県福岡市中央区薬院３－１４－２６〒810-0022

新福　貴法103552

TEL 093-521-0392

（株）ミクニ 95,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区紺屋町１２－４〒802-0081

山田　秀典103553

TEL 0948-24-4955

藤建設 －4010無個

土１タ１
福岡県飯塚市潤野１２８６－１４〒820-0021

藤　満広103555

TEL 0948-24-1287

庭工房杜 －4010無個

土１園１
福岡県飯塚市潤野４０２－１〒820-0021

森川　昭登103556



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

918頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-593-1188

（株）チュウマン建企社 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市博多区板付７－５－２－３０１〒812-0888

中馬　光志103557

TEL 093-964-8308

アス・ロード（株） 8,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－４－１８〒802-0979

竹元　裕美103559

TEL 092-651-6513

（有）ブライト 3,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１２－１１〒812-0051

大畑　圭吾103560

TEL 0948-29-4311

（株）響建設 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県飯塚市相田２５９－１３８〒820-0052

伊豆丸　武志103561

TEL 093-632-3330

（株）托生 30,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区夕原町７－１１〒807-0813

野瀨　修吾103563

TEL 092-801-7577

　村工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市城南区田島４ー２４ー２４〒814-0113

　村　茂春103565

TEL 092-214-7777

光栄電設（株） 6,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市城南区田島３ー４ー１０〒814-0113

堀田　光重103567

TEL 0947-32-3229

香春造園建設（株） 1,000 －4009無法

土１園１解１
福岡県田川郡香春町大字採銅所４２３８－４〒822-1401

新免　友貴恵103568

TEL 0948-43-1701

（株）藤田建設 5,000 －4010有法

土１と１石１舗１し１塗１水１解１
福岡県飯塚市赤坂８８１－５７〒820-0106

藤田　幸久103569

TEL 092-953-6776

宮原タイル －4011有個

石１タ１
福岡県那珂川市片縄北３－１６－１０〒811-1203

宮原　久典103570

TEL 092-943-2576

（有）山口建設 3,000 －4001有法

建１
福岡県古賀市今の庄１－９－３〒811-3117

山口　誠103571

TEL 092-894-7550

（有）上悦工業 3,000 －4001無法

土１大１と１舗１
福岡県福岡市西区大字金武１５１０－１〒819-0035

上川　太103572

TEL 093-383-3474

（株）ＳＡＮＥＩ 9,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県北九州市小倉北区清水４－１－２６－２１１〒803-0841

山田　敏彰103576



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-751-2570
ｎｅｅｒｉｎｇ
（株）Ｙｏｓｈｉｄａｓｙｓｔｅｍｅｎｇｉ 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市若松区深町２－８－２〒808-0012

吉田　博103577

TEL 093-371-3317

島田工務店 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上１－７－１１－３０３〒800-0024

島田　浩一103578

TEL 0947-45-5941

（株）福田塗装 3,000 －4009無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県田川市弓削田２３５１－１〒826-0041

福田　則彦103880

TEL 0947-45-1413

（株）みずおか 5,000 －4009有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川市大字伊加利２１９３－２８〒825-0001

水岡　俊介103881

TEL 093-512-7110

（株）美創工芸バンクール 5,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－２６－１０〒802-0023

隈本　弘信103883

TEL 0940-42-3242

まつみ（株） 5,000 －4008有法

土１と１舗１園１
福岡県福津市中央１－１－１６〒811-3217

松海　精一郎103884

TEL 0948-22-6536

タカハシ工業（株） 5,000 －4010有法

鋼１
福岡県飯塚市横田８６８〒820-0044

髙橋　泰徳103887

TEL 093-616-8826

（有）三栄工業 3,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市八幡西区御開２－５－６〒807-0806

木元　愛海103889

TEL 092-937-3549

野添塗装 －4001無個

塗１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石２０７ー２〒811-2221

野　　幸市103890

TEL 093-882-0911

（有）新鋭工業 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸４－８〒804-0077

香月　眞輔103891

TEL 093-562-0450

宏工務店（株） 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区南丘１－１７－１〒803-0863

尾田　光宏103892

TEL 093-863-1515

（有）ＡＩＤ 25,005 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区東貫１－１７－９〒800-0224

末次　英則103893

TEL 0943-75-5434

東工業 －4002無個

左１
福岡県うきは市吉井町新治１０１３－２〒839-1306

東　憲寿103894



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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TEL 093-391-7041

（有）吉廣電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区柳原町９－２８〒800-0036

吉廣　幸夫103896

TEL 092-928-6417

明成建設 －4011無個

土１と１
福岡県大野城市牛頸１－２３８１－６〒816-0971

林　輝男103900

TEL 093-244-8991

（株）新谷工業 5,000 －4008無法

と１管１機１
福岡県中間市中央１－１５－１０〒809-0030

新谷　宏行103901

TEL 0930-23-9100

（株）総合企画光 5,000 －4005有法

土１建１大１と１屋１電１タ１舗１内１
福岡県行橋市大字下検地１７４－３〒824-0051

髙田　光城103902

TEL 0942-78-7110

（株）プレホーム 3,000 －4002無法

土１建１
福岡県久留米市北野町十郎丸２２６０－１〒830-1121

松永　年弘103904

TEL 0942-32-1261

遠山商事 －4002無個

土１建１と１管１内１水１
福岡県久留米市津福本町１７１０－３４〒830-0047

遠山　敬信103905

TEL 093-621-2525

（有）友進工業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区引野３－７－２１〒806-0067

押方　伸之介103907

TEL 092-571-7218

（株）ＨＩＧＵＫＥＮシステム 1,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区三筑２－１１－１０〒812-0887

樋口　健次郎103908

TEL 092-927-1420

マッセ －4011無個

建１
福岡県筑紫野市山家２２３５－１７〒818-0003

松山　大助103910

TEL 0943-32-3457

新原建設 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字新代１６３０－３〒834-0115

新原　睦廣103912

TEL 0944-32-0361

鳥取建設 －4003無個

建１
福岡県三潴郡大木町大字三八松６１６〒830-0424

鳥取　隆文103913

TEL 0944-75-6033

大翔建設（株） 8,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県柳川市吉富町３１９－４〒832-0055

平野　一男103914

TEL 0948-43-1742

小田電気工事 －4010無個

電１
福岡県嘉麻市漆生５９８－１２〒820-0201

小田　典正103915
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TEL 092-863-2607

木原建装 －4001無個

土１左１と１解１
福岡県福岡市早良区野芥７ー３６ー２８〒814-0171

木原　隆幸103918

TEL 092-401-3771

（株）九州ホームリファイン 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１電１タ１鋼１板１塗１防１内１具１解１
福岡県福岡市博多区東那珂３－２－２０〒812-0892

田中　昇平103920

TEL 092-862-3194

ジグアート（有） 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区田村４ー３ー２２〒814-0175

堤　一也103921

TEL 093-681-5623

橋本電気 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡東区諏訪２－８－２２〒805-0006

橋本　仁司103922

TEL 093-791-6399

（株）トラスト 40,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市若松区畠田１－５－２２〒808-0104

上野　敬二103924

TEL 0942-55-6359

（株）メディアサービス 5,000 －4002無法

電１管１
福岡県久留米市西町９９０－１５〒830-0038

森　進介103925

TEL 093-691-8840

（株）北九州電機製作所 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区則松東１－９－８〒807-0831

石川　清光103926

TEL 0940-42-2969

（有）ＡＩテックリフォーム 3,000 －4008無法

内１
福岡県福津市花見の里３－１７－２０〒811-3215

石田　みよこ103928

TEL 092-555-2267

（有）イン・パル 3,000 －4011有法

建１内１
福岡県筑紫野市美しが丘南２－２－１５〒818-0034

伊藤　聡103930

TEL 0944-52-9220

（株）中嶋建設 25,000 －4003無法

土１と１鋼１舗１塗１
福岡県大牟田市浄真町１４４〒836-0844

中嶋　孝幸103932

TEL 093-751-2223

（株）ラスティング 14,550 －4008有法

と１鋼１塗１内１
福岡県北九州市若松区安瀬１－５１〒808-0022

山本　浩103934

TEL 093-967-7875

（株）ブルースペリアー 9,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区赤坂３－５－２６〒802-0032

将口　誠103936

TEL 092-621-8996

（有）健電サービス 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡志免町別府北２－１０－１６〒811-2233

建木　久美103941
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TEL 0947-42-5389

川越建設 －4009無個

建１
福岡県田川市大字夏吉４３９５－８〒825-0004

川越　好一103943

TEL 09496-6-1411

光開発 －4004無個

土１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野４２４５－１０〒820-1103

武仲　光義103945

TEL 092-938-0580

（株）ベルラック 5,000 －4001有法

消１
福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦１－５－６〒811-2310

田村　喜文103946

TEL 0948-22-1172

福豊帝酸（株） 75,000 －4010有法

土１建１と１石１電１管１鋼１舗１塗１機１水１消１
福岡県飯塚市佐与１４８０－１〒820-1113

宮嶋　寛幸103947

TEL 0942-48-4021

共立エンジニアリング（株） 10,000 －4002無法

土１電１管１機１
福岡県久留米市山川追分１丁目４－２４〒839-0814

矢加部　勝徳103948

TEL 0942-36-7266

（有）ジェイズコーポレーション 3,000 －4002有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県久留米市中央町１４－３〒830-0023

江口　淳一103949

TEL 092-502-0321

（株）ホームケアふくおか 10,000 －4011有法

建１内１
福岡県春日市白水ヶ丘１－２５〒816-0845

井口　謙氏103951

TEL 092-503-2102

（有）福岡重機工業 8,000 －4011有法

と１
福岡県大野城市御笠川４－１１－１７〒816-0912

福岡　勇二103953

TEL 0946-52-1810

三連工務 －4006無個

建１
福岡県朝倉市入地２９８３〒838-1315

師岡　榮治103955

TEL 093-742-2742

澤田鉄筋 －4008無個

筋１
福岡県北九州市若松区大字蜑住１２５０－１〒808-0122

澤田　満103957

TEL 092-558-9830

アサヒ住装 －4011無個

建１
福岡県大野城市山田１－１０－８〒816-0922

今泉　健103958

TEL 092-986-8655

中村造園 －4001無個

園１
福岡県福岡市東区若宮２－２－４５〒813-0036

中村　剛103960

TEL 093-613-7610

水道屋 －4008無個

管１
福岡県北九州市八幡西区沖田２－１３－１〒807-0077

神園　信吾103965



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

923頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-201-5580

山一溶工（有） 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡水巻町下二西３－１３－１２〒807-0052

山本　一夫103966

TEL 093-435-0225

（株）コウチヤマテック 50,000 －4005有法

機１
福岡県京都郡苅田町鳥越町１０－１３〒800-0304

河内山　秀一103968

TEL 0979-82-4971

司城設備 －4005無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県豊前市大字荒堀７０５－１〒828-0061

司城　一成103970

TEL 0948-29-2081

（株）筑栄工業 5,000 －4010無法

建１と１鋼１
福岡県飯塚市相田１５９１〒820-0052

上村　敏実103971

TEL 0942-36-2601

久留米ガス（株） 490,000 －4002有法

管２
福岡県久留米市東櫛原町１０８９〒830-0003

山口　幸之助103972

TEL 0942-41-8477

（株）花田建装 2,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市御井旗崎４－７－１２〒839-0841

花田　和也103975

TEL 092-551-3547

（有）甲斐田産業 3,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市南区筑紫丘２－２０－２４〒815-0036

甲斐田　榮子103977

TEL 092-882-0694

井上工務店 －4001無個

大１
福岡県福岡市西区福重３－２８－２０〒819-0022

井上　慶喜103979

TEL 092-407-9412

（株）ケイ・エスティー 5,000 －4001無法

土１建１と１鋼１
福岡県福岡市西区福重２－６－１５〒819-0022

田﨑　大喜103981

TEL 0949-33-4780

宮田水道サービスセンター（有） 4,700 －4004無法

土１管１舗１水１
福岡県宮若市本城３５１－１〒823-0003

小川　政英103982

TEL 093-381-0773

（株）バンケットクリエィター 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市門司区大里本町２－５－４〒800-0063

相良　忠典103983

TEL 093-647-6333

（有）トウワメンテナンス 3,000 －4008有法

と１石１タ１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区本城３－２２－１３〒807-0801

藤本　生男103984

TEL 093-603-5694

（株）あさひ建装九州 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区友田３－９－１〒807-0828

福竹　順一103985



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

924頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-631-7378

建設業佐野組 －4008無個

大１と１
福岡県北九州市八幡西区八千代町１－３０－７０２〒806-0023

佐野　和義103986

TEL 093-941-6106

（株）山本設備 100 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区若園１－１８－５－５０２〒802-0816

山本　正春103987

TEL 092-322-6386

久我基礎工事 －4001無個

土１と１
福岡県糸島市本４５４〒819-1151

久我　純生103989

TEL 0948-22-3553

ダイヤマシナリーサービス（株） 12,500 －4010有法

電１機１
福岡県飯塚市平常１９５〒820-0073

久保川　保則103990

TEL 093-283-3488

（株）福井建設 3,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台２－１－８〒811-4215

福井　匠103992

TEL 0942-21-6378

（株）藤吉園芸場 35,000 －4002無法

土１と１石１タ１舗１園１
福岡県久留米市上津町１４０４－３〒830-0052

藤吉　泰典103994

TEL 0944-67-0820

竹内機工 －4003無個

土１と１石１舗１し１塗１水１解１
福岡県みやま市山川町真弓６４６－５〒835-0111

竹内　幸二103995

TEL 092-408-7910

（株）リメンテサポート２４ 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区今川２－６－１４〒810-0054

三木　勇103997

TEL 092-771-8833

（株）都屋 11,000 －4001有法

鋼１内１
福岡県福岡市中央区渡辺通３－６－２２〒810-0004

山本　健一郎103998

TEL 092-323-2457

浦工業 －4001無個

と１解１
福岡県糸島市大字雷山１３７０〒819-1145

浦　智章104000

TEL 0940-34-2500

（株）豊和 6,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県宗像市光岡５３４－１〒811-3414

古家　秀一郎104002

TEL 0943-22-8277

いちのせ工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市室岡８２１－１〒834-0066

一ノ瀬　弘幸104006

TEL 0942-21-5698

近藤畳店 －4002無個

内１
福岡県久留米市上津２－３－１〒830-0055

近藤　成司104008



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

925頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-693-1651

市原制御システム（株） 10,000 －4008無法

電１機１通１
福岡県北九州市八幡西区北筑１－１４－３２〒807-0857

市原　光一104009

TEL 093-967-7937

波多野塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市小倉南区上貫１－２－３７〒800-0244

波多野　守104011

TEL 093-381-6630

坂本工務店 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市門司区大里桃山町１０－２３〒800-0033

坂本　光正104014

TEL 0947-63-3343

福岡テシオ －4009無個

建１
福岡県田川郡大任町大字大行事３７２９－２〒824-0512

今永　学104015

TEL 0948-57-2275

畑建具店 －4010無個

具１
福岡県嘉麻市上４７６－４〒820-0311

畑　國夫104016

TEL 092-292-8780

エクサ通信（株） 15,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区網場町９－１１〒812-0024

青柳　雅美104019

TEL 0944-86-4367

酒見家具創興 －4003有個

内１
福岡県大川市大字郷原５３８－４〒831-0028

酒見　年輝104023

TEL 092-626-8888

（株）福商 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県糟屋郡志免町別府北４－７－１〒811-2233

内藤　泰司104026

TEL 092-776-8251

中島保温 －4011無個

絶１
福岡県那珂川市恵子６－７－７〒811-1255

中島　浩司104027

TEL 0944-88-1484

石橋金物（株） 10,000 －4003有法

内１
福岡県大川市大字酒見５１〒831-0016

友清　裕司104029

TEL 093-563-6391

（株）倉和 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区東港２－２－１〒803-0802

森川　信一104032

TEL 093-381-2322

（株）キムテック 10,000 －4008有法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上１－５－３２〒800-0024

木村　眞治104034

TEL 092-948-0049

篠栗建装 －4001無個

内１
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４６５５－１３６〒811-2405

野田　幹雄104037



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

926頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-719-0822

（株）おさむ工房 5,000 －4001無法

土１と１管１舗１塗１水１消１
福岡県福岡市東区奈多３－１－４５〒811-0204

大島　靖104039

TEL 092-713-0837

（有）エリーコーポレーション 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区大濠１－３－１濠の家３０２〒810-0052

藤永　靜代104040

TEL 093-953-7937

（株）ＫＳワーク 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区赤坂２－１－２３－３０７〒802-0032

中島　裕之104041

TEL 093-618-7372

松田建装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区馬場山１０－１８〒807-1136

松田　進一104044

TEL 093-481-1072

（株）ミヤザキ 3,000 －4008無法

建１と１
福岡県北九州市門司区大字伊川８１９－３〒800-0101

宮﨑　雅博104045

TEL 092-692-9107

（株）アイケイホーム 5,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡宇美町貴船２－４１－３４〒811-2131

坂口　達也104047

TEL 092-873-7216

（有）スクエアー 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区野芥３－７－１９〒814-0171

棚橋　武104050

TEL 092-952-2051

（株）三正システムズ 10,000 －4011無法

土１と１
福岡県那珂川市仲１－１－２〒811-1253

宮本　英樹104051

TEL 092-408-7801

ニシニホンオイルマシナリーＩｎｃ 9,392 －4011無法

左１
福岡県筑紫野市天山６３３－６〒818-0012

金子　敏也104052

TEL 092-503-6489

石田タイル －4011無個

石１タ１
福岡県大野城市大城５－１１－５〒816-0911

石田　義弘104053

TEL 092-581-0525

（有）かねはる 5,000 －4011有法

建１大１タ１内１
福岡県春日市上白水９－１６５〒816-0844

井上　治彦104054

TEL 092-591-2610

九低システム（株） 26,000 －4001無法

管２
福岡県福岡市博多区板付７－７－１４〒812-0888

西賀　徹104055

TEL 092-924-8962

盛工業 －4011無個

左１と１
福岡県筑紫野市大字阿志岐１８１７－４〒818-0011

森　取男104056



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

927頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-574-1761

（有）尾崎装飾 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区五十川２－３１－１４〒815-0001

尾崎　弟一104057

TEL 093-372-9595

（有）ベストクオリティー 3,000 －4008有法

土１建１
福岡県北九州市門司区中町１－６５〒800-0039

大櫛　光治104059

TEL 093-963-6888

みらいポンプサービス －4008無個

管１機１井１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－１－４５－Ｂ２〒802-0821

三角　和彦104060

TEL 092-962-2520

（有）森工業 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県糟屋郡新宮町大字上府１１０８－９〒811-0117

森　友男104064

TEL 092-935-0160

（株）朝日酸素商会 30,000 －4001有法

管１機１
福岡県糟屋郡志免町別府西１－１－２〒811-2232

杉谷　英範104065

TEL 092-586-0217

菱設工業（株） 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区板付５－１５－２９〒812-0888

藏本　将裕104068

TEL 092-918-2756

総合建材コム（株） 1,200 －4011無法

具１
福岡県筑紫野市大字永岡９７９－１〒818-0066

溝口　智彦104070

TEL 0930-33-6436

奥村建設 －4005有個

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町国分５１６－２〒824-0123

奥村　保和104072

TEL 0947-22-0089

親和鋼建 －4009無個

具１
福岡県田川郡福智町金田８６０－３〒822-1201

前田　親一104074

TEL 0947-63-3875

髙島屋グリーンセンター －4009無個

土１園１
福岡県田川郡大任町大字今任原３５６１〒824-0511

浦野　茂喜104077

TEL 092-982-1045

（株）田久保内装 1,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市片縄西４－１５－２２〒811-1202

田久保　勇次104078

TEL 092-437-8207

バンテック（株） 26,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区東光２－８－１７〒814-0008

大門　聖104081

TEL 092-812-6525

ヤマト電設 －4001無個

電１
福岡県福岡市西区室見が丘１－２６－１３〒819-0030

岡本　豊伸104082



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

928頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-963-7270

（株）ＯＧＫ 5,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市小倉南区志井公園１－１〒802-0984

村田　勝104084

TEL 092-936-5148

（有）長谷仮設 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１７１０－３〒811-2112

長谷　浩104085

TEL 0943-72-9555

庄山内装工業（株） 3,000 －4002無法

土１と１管１舗１内１水１消１
福岡県久留米市田主丸町長栖５７２－２〒839-1201

庄山　和善104087

TEL 0942-54-2244

内田電機工業（株） 10,000 －4007有法

電１機１
福岡県八女郡広川町大字藤田７２４－７〒834-0123

池上　秀一104088

TEL 0947-72-7280

（株）シュウエイ 5,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡川崎町大字田原２１８１－１〒827-0004

相良　幸宏104090

TEL 0930-33-3513

石川電気 －4005無個

電１
福岡県京都郡みやこ町豊津１５６０－６〒824-0121

石川　義彰104091

TEL 093-647-6210

（有）有光設備設計 1,000 －4005無法

管１機１
福岡県京都郡苅田町尾倉１－８－７〒800-0353

有光　桂一104092

TEL 092-533-5570

（株）大生テクノ 1,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区高砂２－６－２〒810-0011

瓜生　克己104093

TEL 092-806-2283

（株）プランニングＴａｋｕｍｉ 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区徳永北１４－２５〒819-0375

安田　康治104094

TEL 092-947-1051

釡組 －4001無個

と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田１０３５－２〒811-2414

釡　敏彦104095

TEL 092-934-0525

松　石材（株） 3,000 －4001無法

石１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳５－９－９〒811-2127

松　　之司104096

TEL 092-804-3778

石山鋼建 －4001無個

具１
福岡県福岡市早良区早良６－１２－１６〒811-1122

石山　功ニ104097

TEL 092-441-4511

（有）ハイテックエンジニアリング 200 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－１０－２３〒812-0016

平原　鉄美104099



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

929頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-76-2512

松藤管工 －4003無個

管１
福岡県柳川市大和町中島１６３７－１〒839-0254

松藤　良孝104103

TEL 092-483-3900

大勝建設（株） 30,000 －4001無法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県福岡市博多区博多駅南４－２－１０〒812-0016

大木　利男104106

TEL 092-864-9760

野田組 －4001無個

大１
福岡県福岡市早良区次郎丸４－１４－５０－１０３〒814-0165

野田　耕治104110

TEL 092-574-7379

（株）山本工業 100 －4011無法

管１
福岡県大野城市瑞穂町２－６－７〒816-0933

山本　淳一104111

TEL 092-513-9677

（株）真木工業 3,000 －4011無法

左１防１
福岡県大野城市中３－５－２８〒816-0906

真木　浩一104113

TEL 0948-57-2866

（株）久家組 20,000 －4010無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県嘉麻市九郎原２７７０－３〒820-0337

久家　英穂104115

TEL 092-402-8400

（有）Ｅ・Ｉコーポレーション 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区野芥３－６－５－１〒814-0171

一宮　榮次104117

TEL 092-409-0363

（株）サンエス工業 10,000 －4001有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区馬出２－２－５１〒812-0054

長谷川　慎一104119

TEL 0942-52-6282

住吉造園 －4007無個

園１
福岡県筑後市大字熊野９９９－８〒833-0055

住吉　勉104122

TEL 093-967-0700

（有）市建 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区葛原３－５－１１〒810-0251

嶺　正信104123

TEL 0944-86-5488

（有）トマト 10,000 －4003有法

土１建１
福岡県大川市向島１７６６〒831-0005

池末　和海104125

TEL 0944-88-0022

（株）熊井産業 10,000 －4003有法

内１
福岡県大川市向島２３１６〒831-0005

鵜川　秀樹104126

TEL 092-202-7300

（有）ハイ・テック 3,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡粕屋町原町２－７－１３〒811-2307

伊藤　秀樹104130



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

930頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-42-4761

ヒュウガ美装 －4009無個

塗１
福岡県田川市大字伊田１１１１－５〒825-0002

日向　重樹104133

TEL 092-503-7904

（株）ワイズ工業 5,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市御笠川２－７－４－１０２〒816-0912

柳瀬　浩二104136

TEL 092-585-5103

大桜工業（株） 3,000 －4011無法

筋１
福岡県大野城市中央１－６－２１－２０１〒816-0942

冨安　栄嗣104137

TEL 092-711-2828

（株）サンワ電気 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区警固２－１６－６－６０１〒810-0023

今和泉　隆昌104138

TEL 093-383-9292

（株）エイテック 5,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区今町２－１５－１９〒803-0862

野中　英二104139

TEL 093-472-7988

大東産業（株） 36,000 －4008有法

土２と２舗２塗２解２
福岡県北九州市小倉南区中曽根新町４－１１〒800-0216

米田　剛士104140

TEL 093-617-9901

太田建設工業（株） 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘１－８－１９〒807-1264

太田　修一104142

TEL 0944-53-2226

大牟田トラック運送（有） 15,000 －4003有法

と１機１
福岡県大牟田市四山町８０－６０〒836-0067

森田　清貴104145

TEL 0944-59-0123

エムオーリケン（株） 6,000 －4003有法

土１と１電１鋼１
福岡県大牟田市新開町３－９６〒836-0017

福山　幸男104146

TEL 092-624-8515

西部ガス設備工業（株） 90,000 －4001有法

建１電１管１内１
福岡県福岡市博多区吉塚５－１３－２〒812-0041

北川　浩司104147

TEL 092-862-0859

（株）吉田工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区南片江２－８－２１〒814-0143

吉田　義成104149

TEL 092-565-3224

市崎設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区柏原４－３１－５４〒811-1353

奥山　満紀104150

TEL 0940-62-0799

トシケン －4008無個

建１
福岡県宗像市江口６０３－５〒811-3502

児島　利次104152



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

931頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-651-5480

（有）五十嵐工業 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡東区勝山２－６－１１〒805-0043

五十嵐　茂104156

TEL 0944-56-0137

武田鉄筋建業 －4003無個

筋１
福岡県大牟田市東萩尾町３４４－２〒836-0097

武田　政照104158

TEL 0944-33-2578

（株）Ｇ－Ｂｅｓｔ 5,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県三潴郡大木町大字三八松１５８０－２〒830-0424

山田　貴大104161

TEL 092-939-5250

（株）ＢＦＧエンジニアリング 10,000 －4001有法

建１と１管１機１解１
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁１－５－１〒811-2309

権堂　義司104162

TEL 0944-55-5739

（株）インハウス 5,000 －4003無法

建１内１
福岡県大牟田市三里町１－１４－１０〒836-0076

仲野　隆裕104165

TEL 093-244-8861

岡田板金店 －4008無個

板１
福岡県中間市大字上底井野７４２－８〒809-0003

岡田　勝己104166

TEL 0930-32-5525

（株）エムズクラフト 5,000 －4005無法

と１鋼１塗１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田４８０－４〒824-0822

宮川　直人104172

TEL 0948-28-2984

松岡電気工事 －4010無個

電１
福岡県飯塚市鯰田２５１７－４１〒820-0001

松岡　昭二104174

TEL 092-595-2334

（株）トクダコーポレーション 5,000 －4011無法

建１左１と１屋１タ１鋼１ガ１塗１防１内１具１解１
福岡県大野城市若草３－１４－１５〒816-0981

井上　博民104175

TEL 092-929-6522

富士鋼機（株） 1,000 －4011無法

建１と１
福岡県筑紫野市二日市西２－８－３０－９０５〒818-0071

赤松　治104178

TEL 092-943-4401

（有）川奨 3,000 －4001無法

絶１
福岡県古賀市谷山１０５２－１〒811-3125

川口　朋洋104181

TEL 092-204-1314

（株）ユウキシステム 1,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市早良区東入部８－８－５４〒811-1102

伊藤　和倖104184

TEL 093-741-2845

（株）芝緑化園 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県北九州市若松区大字安屋１９４１－１〒808-0124

芝　泰一郎104187



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

932頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-612-7200

（有）野田電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区上の原３－２４－３〒807-0071

野田　博志104188

TEL 0944-58-6734

松澤工業 －4003無個

具１
福岡県大牟田市大字橘４１３－９〒837-0911

松澤　栄二104191

TEL 092-481-0557

（株）エムティーネット 8,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区榎田１－４－５０〒812-0004

本石　秀樹104196

TEL 093-591-0079

沖土木 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区中井３－１－７〒803-0836

前兼久　新太郎104197

TEL 092-403-6488

（株）ユウキ 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県糟屋郡志免町別府２－１３－１２〒811-2205

　石　幸泰104199

TEL 092-513-3160

（株）　崎商事 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区金の隈２－１９－１２〒812-0863

楢崎　ゆかり104200

TEL 0944-62-2856

松尾石材 －4003無個

土１建１石１
福岡県みやま市瀬高町大江１２９３〒835-0019

松尾　貢治104202

TEL 0948-53-1636

和田タイル －4010無個

石１タ１
福岡県嘉麻市上山田８１２－７５〒821-0012

和田　隆士104203

TEL 0948-65-3694

中島組 －4010無個

舗１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師１０９９－２９〒820-0607

中島　修二104205

TEL 093-752-5688

東本商店 －4008有個

機１
福岡県北九州市若松区北湊町４－３４〒808-0027

東本　龍秀104206

TEL 093-562-7227

（株）大建測量エンジニア 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県北九州市小倉北区篠崎２－３－１０〒803-0861

椛嶋　寿彦104208

TEL 0944-32-1866

野口電工 －4003無個

電１
福岡県三潴郡大木町大字三八松１７７３－１〒830-0424

野口　征男104209

TEL 092-612-6415

（株）仲西 8,000 －4001有法

板１具１
福岡県福岡市博多区吉塚７－６－６－４〒812-0041

成松　繁雄104211



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

933頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-516-9717

（株）汎機工業 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市早良区飯倉３－３１－４〒814-0161

山崎　豪104213

TEL 0942-27-9824

（株）ギケン 5,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市山川神代１－１０－３８〒839-0811

安達　民雄104216

TEL 0946-21-4400

（有）ＫＯＭＩＮＥ 3,000 －4006無法

土１と１水１
福岡県朝倉市一木９２３－９〒838-0065

小峰　隆104217

TEL 092-324-5988

柴原タイル －4001無個

タ１
福岡県糸島市蔵持４７６－４７〒819-1141

柴原　真作104218

TEL 092-936-5123

井上設備（株） 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡志免町志免中央２－５－１０〒811-2244

井上　照章104221

TEL 092-555-5343

（有）水工社 3,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市南区桧原６－１５－７〒811-1355

石橋　敏明104222

TEL 092-521-7176

一光設備 －4001無個

消１
福岡県福岡市中央区平尾５－１４－１〒810-0014

寒川　洋平104223

TEL 092-834-8870

（株）ＭＩＴＳＵＳＨＩＭＡ 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市西区拾六町２－３－２３〒819-0041

南里　裕104224

TEL 092-512-1313

東洋ステンドグラス（株） 10,000 －4001有法

ガ１
福岡県福岡市南区大橋２－２２－１２〒815-0033

　木　成忠104225

TEL 092-943-5828

松本鋼製建具 －4001無個

具１
福岡県古賀市青柳町２３６－６〒811-3133

松本　武行104226

TEL 092-791-7540

ナカシマプロダクト（株） 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区高砂１－１－２９〒810-0011

中島　輝幸104227

TEL 092-405-0922

（株）ステップワン 3,000 －4001無法

建１と１塗１
福岡県古賀市筵内１５２０〒811-3121

小川　治伸104228

TEL 093-452-1440

（有）アガペ創美 5,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区大字高津尾１３７－１〒803-0268

井上　雄輝104231



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-573-1016

（株）クリーンボックス 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区板付５－５－１３〒812-0888

林　大介104233

TEL 0942-51-9015

宮牟礼興業 －4002無個

と１
福岡県久留米市荒木町荒木１２８０－５〒830-0063

宮牟禮　悟104237

TEL 092-504-2126

（株）松尾工業 100 －4011無法

左１
福岡県大野城市中１－２３－８〒816-0906

松尾　辰見104239

TEL 0930-56-2605

川端興業（有） 3,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡築上町大字椎田８６８－１〒829-0301

川端　篤104244

TEL 0944-67-0476

福原板金工業 －4003無個

板１
福岡県みやま市山川町立山１３１２－７〒835-0101

福原　久子104245

TEL 093-872-9788

（有）ユウキ工業 3,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市戸畑区丸町２－６－３６〒804-0052

密本　光輝104246

TEL 092-921-0273

山本和風住宅 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市天拝坂４－５－１１〒818-0053

山本　一樹104248

TEL 092-811-8100

（株）アイル 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市西区吉武３３３－３〒819-0036

樋口　康治104249

TEL 092-403-0528

（株）ＹＧＳ 30,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区塩原３丁目２２－１１　ラフォーレ大橋１０３〒815-0032

大和　治江104250

TEL 0930-55-1028

（株）グッドネス 5,000 －4005有法

土１建１と１鋼１舗１解１
福岡県行橋市大字稲童３４４４番１〒824-0022

宮田　佐重喜104251

TEL 092-281-2571

（資）内田製畳所 250 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区奈良屋町１０－３〒812-0023

内田　恵一104253

TEL 0949-52-2969

（有）イトウ設備工業 3,000 －4004無法

管１
福岡県宮若市山口６１３－６〒822-0153

伊東　邦春104254

TEL 093-691-2103

（株）ミカワ 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区則松４－６－１５〒807-0831

髙原　誠104257



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-67-1876

（株）田中基礎 3,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１
福岡県みやま市山川町尾野６６７－１〒835-0102

田中　信明104258

TEL 0944-55-0895

日興道路（株） 10,000 －4003無法

土１舗１
福岡県大牟田市四山町１〒836-0067

松山　研之104259

TEL 092-206-2500

（有）創屋 3,000 －4001有法

鋼１内１
福岡県福岡市中央区清川２－１２－４－４０２〒810-0005

浦田　泰二104261

TEL 092-410-6507

（株）和孝 3,000 －4001有法

建１筋１
福岡県糟屋郡篠栗町乙犬７１１－１６〒811-2412

堀田　孝広104262

TEL 0948-29-5562

（株）三英工業 5,100 －4010無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県飯塚市新立岩８－１５〒820-0004

矢野　秀子104265

TEL 0948-23-2342

（株）白神工業 6,000 －4010有法

土１と１舗１
福岡県飯塚市大日寺６７５－５〒820-0046

白神　学104266

TEL 0930-42-1044

（株）木下組 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川谷口４６８－１〒824-0216

木下　浩継104267

TEL 092-501-2709

九州オートドアー（株） 10,000 －4011無法

具１
福岡県春日市下白水南５－５〒816-0846

吉原　康正104268

TEL 092-919-5622

（株）ｉｔ’ ｓ・ダイワ 10,000 －4011有法

建１屋１
福岡県太宰府市梅香苑２－２－１〒818-0124

鍵本　卓哉104269

TEL 092-775-6129

西野タイル －4011無個

石１タ１
福岡県大野城市白木原５－６－２２－５０７〒816-0943

西野　康弘104270

TEL 092-325-1050

川上工務店 －4001無個

建１
福岡県糸島市二丈深江１１００－１〒819-1601

川上　則行104271

TEL 092-952-4170

（株）富士工舎 5,000 －4011有法

左１タ１
福岡県那珂川市大字別所１１０３－１〒811-1245

荒木　大介104272

TEL 0948-72-1807

畑迫シーリング －4010無個

塗１防１
福岡県飯塚市大分１０２１－３〒820-0712

畑迫　泰宏104274



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-933-2361

うしふさ電気工事店 －4001無個

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須惠７５３－２４〒811-2114

牛房　義行104276

TEL 092-542-9955

（有）大淵設計室 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区樋井川５－３６－４３－１０５〒814-0153

大渕　博崇104277

TEL 092-937-1561

松永工業 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡志免町大字吉原５０９－１〒811-2208

松永　吉泰104279

TEL 0979-82-7178

松新建設（株） 8,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県豊前市大字松江９４８－１〒828-0002

筒井　精二104282

TEL 0943-23-2671

野口塗装 －4007無個

塗１防１
福岡県八女市本町３８１－５６〒834-0031

野口　祥平104284

TEL 0944-67-0464

（株）林組 40,000 －4003無法

土２建２と２管１舗２し２水２解２
福岡県みやま市山川町清水１５２３－３〒835-0103

林　大祐104285

TEL 093-931-9001

（株）大石建装 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区下城野２－５－１６〒802-0804

大石　健司104286

TEL 093-202-6691

忠建設 －4008無個

土１と１
福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地５８－１５〒807-0006

林　忠幸104289

TEL 093-647-1155

（株）Ｎｅｏ建築工房 2,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市若松区高須南１－１２－２５〒808-0145

平瀬　憲一104290

TEL 0949-22-3203

（株）ＮＡＧＡＴＯＭＩ 5,000 －4004無法

土１建１
福岡県直方市大字頓野３７５４－２〒822-0002

永冨　勘次104291

TEL 093-980-2816

（株）創建 5,000 －4008無法

左１タ１塗１防１内１
福岡県遠賀郡水巻町二西３－１７－２８〒807-0055

吉田　浩二104296

TEL 093-222-2845

アシヤ電設 －4008無個

電１
福岡県遠賀郡芦屋町正門町８－１５〒807-0112

堀之内　岩生104297

TEL 093-791-3037

かすみクリスタルカンパニー（株） 2,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市若松区二島３－５－６〒808-0103

丹生　佳澄104298



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-618-1870

伊藤エンジニアリング（株） 1,000 －4008無法

建１機１
福岡県北九州市八幡西区楠北１－１－１２〒807-1154

伊藤　秀夫104299

TEL 093-521-7542

（有）与田工務店 5,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市小倉北区下富野３－３－２１〒802-0023

與田　誠104300

TEL 093-434-0459

（株）泉産業 9,000 －4005有法

管１水１消１
福岡県京都郡苅田町神田町１－１６－８〒800-0361

矢野　和彦104302

TEL 0948-22-2119

龍王ガス（株） 10,000 －4010有法

電１管１
福岡県飯塚市横田８２６－３〒820-0044

樺島　典仁104303

TEL 0944-86-2257

（株）金子金物店 9,000 －4003有法

土１と１舗１内１水１
福岡県大川市大字榎津３２２〒831-0004

金子　直亮104304

TEL 0944-86-2726

（株）センカン 4,000 －4003無法

土１管１舗１し１水１
福岡県大川市大字郷原３８４〒831-0028

中村　茂義104305

TEL 092-409-7360

（株）オンリーワン工房 14,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区筥松４－１－２８〒812-0061

嶺　龍太郎104308

TEL 092-433-4331

（株）ミロク企画 10,000 －4001有法

土１と１解１
福岡県福岡市博多区堅粕５－６－３１－２Ｆ〒812-0043

新井　一樹104310

TEL 092-864-2711

宮本工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区飯倉４－１０－３５〒814-0161

宮本　広喜104311

TEL 092-558-8001

（株）三恵 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区板付４－１０－７〒812-0888

皆川　将輝104314

TEL 092-716-1168

（有）青柳組 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市中央区大手門１－３－９－４０３〒810-0074

三浦　美貴登104316

TEL 0946-520551

アサクラ興産（株） 3,000 －4006有法

土１
福岡県朝倉市須川３３５５－２〒838-1304

古賀　大資104317

TEL 0940-35-2054

田中建設 －4008無個

建１
福岡県宗像市平等寺１４７〒811-3412

田中　秀一104319
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 0940-33-0733

伊賀建設 －4008無個

建１
福岡県宗像市武丸１０１８〒811-4152

伊賀　信幸104320

TEL 0940-33-4897

（株）髙岡造園 1,000 －4008無法

土１と１石１舗１園１
福岡県宗像市曲１２０７－２〒811-3413

髙岡　勝義104321

TEL 092-939-3377

（株）システム技建九州 10,000 －4001無法

建１と１屋１鋼１板１防１具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋７６５－１〒811-2308

塚本　晴生104322

TEL 092-811-5332

（株）三宅工務店 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市西区大字吉武４４１－１〒819-0036

三宅　国博104323

TEL 092-836-7880

（有）大島道路 3,000 －4001無法

舗１
福岡県福岡市西区大字徳永９４４－２〒819-0375

大島　雄一郎104324

TEL 092-736-6755

（株）ＳＵＭＰＬＵＳ 10,000 －4001有法

と１内１
福岡県福岡市中央区天神３－３－６〒810-0001

須田　圭一104326

TEL 092-641-1803

（有）共進起工 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市東区箱崎２－２８－４－１０９〒812-0053

野口　須訪盛104327

TEL 093-964-3665

（株）清栄 5,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区横代北町１－１４－５〒802-0821

山内　栄治104333

TEL 093-613-6930

インテリアゴトウ －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区沖田２－１７－３８－３０２〒807-0077

後藤　渉104336

TEL 092-407-6535

（株）鐘ヶ江電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区東入部８－３４－１７〒811-1102

鐘ヶ江　史学104337

TEL 092-862-8588

（株）ファクシム 10,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市早良区次郎丸５－１－８〒814-0165

新原　洋一104338

TEL 092-663-6722

西日本テクノサポート（株） 5,000 －4001有法

土１と１舗１塗１
福岡県福岡市東区土井３－１１－１〒813-0032

瀧口　新二郎104339

TEL 0943-77-3239

足立建設 －4002無個

建１
福岡県うきは市浮羽町朝田７３２－３〒839-1401

足立　隆巳104340
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TEL 0944-52-4005

（株）モトムラ 10,000 －4003有法

消１
福岡県大牟田市汐屋町５－８〒836-0057

本村　亮104341

TEL 0943-32-5022

友野建築工房 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字川上１３６－５〒834-0113

友野　伸二104342

TEL 0947-44-2230

（株）エスケイ工業 5,000 －4009無法

鋼１
福岡県田川市大字夏吉５７０〒825-0004

城戸　進裕104343

TEL 0930-42-3256

（株）雄志 5,000 －4005無法

土１管１
福岡県京都郡みやこ町犀川古川８１５－４〒824-0217

木戸　志穂104344

TEL 0948-82-3372

（株）安藤組 5,000 －4010無法

土１と１石１舗１し１
福岡県飯塚市仁保４７２－２〒820-0115

安藤　喜八郎104345

TEL 093-383-3839

（有）北州テックス 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２７６９－２〒807-0801

竹内　秀俊104348

TEL 093-591-6300

（株）栄和メンテナンス 3,000 －4008無法

土１と１鋼１塗１
福岡県北九州市小倉北区西港町９２－１〒803-0801

水之江　俊彦104349

TEL 092-400-6705

（有）アーチ・エージェント 3,000 －4011有法

電１通１
福岡県大野城市若草３－２２－１４〒816-0981

西村　敏美104350

TEL 092-846-7401

（株）博冷社 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区城西３－７－２０〒814-0003

馬場　弘104353

TEL 092-626-0856

（株）トーヨーテック 50,000 －4001有法

建２左２と２塗２防２
福岡県福岡市博多区吉塚４－１１－３４〒812-0041

馬田　真樹104354

TEL 092-801-3338

（株）西田鉄筋工業 5,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市城南区西方江１－２０－２９〒814-0141

西田　政義104355

TEL 0948-29-2598

クロキ －4010無個

土１と１
福岡県飯塚市相田１３３－９〒820-0052

黒木　理人104356

TEL 0949-42-6622

皆晃電気（株） 5,000 －4004無法

電１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新北１１３８－１〒807-1313

成清　敬子104357



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

940頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-51-5100

（有）ＡＢＬＥ　ＡＲＴ 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市城島町上青木庄ノ前１７５－２〒830-0224

鹿田　成104358

TEL 092-586-9861

（株）ワークインテリア 5,000 －4011無法

内１
福岡県春日市白水ヶ丘６－１１５〒816-0845

田口　大輔104359

TEL 093-701-7636

（有）圭建築設計 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市若松区大字安屋５３－３〒808-0124

中村　圭祐104360

TEL 093-601-6148

（有）隼電設 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区則松６－５－２４〒807-0831

池田　富士夫104361

TEL 093-922-1083

（有）西南 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区城野２－３－３５〒802-0802

川崎　博志104362

TEL 093-283-3997

（合）一樹興業 5,000 －4008無法

土１と１筋１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台５－１０－２〒811-4215

筒井　博104364

TEL 093-652-3809

井野電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡東区中尾３－１３－４〒805-0025

井野　文二104366

TEL 093-244-6044

田端電気 －4008無個

電１
福岡県中間市通谷６－３１－１９〒809-0018

田端　雄介104367

TEL 092-502-9110

（株）サクシード 1,200 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県大野城市仲畑４－１－１〒816-0921

佐藤　信也104369

TEL 092-558-0983

（株）ジェイアール西日本新幹線テクノス 80,000 －4011有法

管２機２
福岡県春日市白水ヶ丘６－１００〒816-0845

松岡　俊宏104370

TEL 092-584-7288

阿比留工業 －4011無個

具１
福岡県春日市大谷９－４０－１２１６〒816-0831

阿比留　英機104371

TEL 092-921-0750

飛梅インテリア（株） 5,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市宰府６－８－４４〒818-0117

和田　博104372

TEL 093-436-5350

九州機械工業（株） 22,000 －4005有法

鋼１機１
福岡県京都郡苅田町鳥越町１－２７〒800-0304

木村　一男104373



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

941頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-612-5535

窪田電気工事 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西４－８－１１〒807-0074

窪田　満104377

TEL 0942-27-1300

（株）西日本工業 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１筋１舗１し１水１
福岡県久留米市大善寺宮本９７－１２〒830-0073

石田　久美子104378

TEL 092-985-6681

パートナーデコレイト －4001無個

内１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋４１５〒811-2308

松山　篤104380

TEL 093-791-4573

松尾工業 －4008無個

具１
福岡県北九州市若松区片山３－４－１４〒808-0106

松尾　幸一104383

TEL 093-293-8681

日隈塗装 －4008無個

大１左１塗１防１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津２８５２－１〒811-4341

日隈　慎司104384

TEL 093-631-8081

口羽左官工業（株） 500 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡西区茶売町９－４９〒806-0069

吉塚　俊一104385

TEL 093-613-1111

（株）星興電機製作所 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西４－４－２４〒807-0074

星加　裕一104387

TEL 0943-42-2347

（株）堤工務店 9,000 －4007無法

建１
福岡県八女市黒木町本分１４１１－２〒834-1213

堤　一則104388

TEL 0942-27-1677

（株）創美 10,000 －4002有法

建１大１左１と１塗１内１
福岡県久留米市大善寺町宮本４９－２〒830-0073

金子　知憲104389

TEL 092-624-7117

（株）ＫＹＯＷＡ 10,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市東区多の津５－４１－２〒813-0034

坂本　和彦104392

TEL 092-933-8545

栗田工業 －4001無個

筋１
福岡県糟屋郡須恵町須恵２５２－６〒811-2113

栗田　春男104393

TEL 093-246-3430

夕愛工務店 －4008無個

土１大１
福岡県中間市弥生１－８－１０〒809-0028

吉田　幸弘104397

TEL 093-922-3662

（株）光徳電機商会 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区片野２－９－２７〒802-0064

横田　敦夫104398



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

942頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-596-0775

浜田住建 －4011無個

建１塗１防１内１
福岡県大野城市緑ヶ丘２－１１－１５〒816-0961

　田　英俊104400

TEL 092-925-0550

こさき住建（株） 1,000 －4011無法

建１大１屋１内１
福岡県筑紫野市二日市南１－６－１〒818-0057

小　　伸　104403

TEL 092-408-5239

（株）草場事務所 5,000 －4001有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区野多目５－１９－３１〒811-1347

草場　真一郎104404

TEL 0944-73-3097

（株）龍組 5,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市上宮永町９８４－１０〒832-0058

龍　清喜104405

TEL 0944-53-0963

（有）島﨑工業 3,000 －4003無法

管１鋼１機１
福岡県大牟田市八江町３〒836-0847

島﨑　幸由104406

TEL 093-481-7566

（株）山下電気 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区大字畑６４〒800-0112

山下　貴司104407

TEL 0943-42-2684

（株）井手電工 9,000 －4007有法

電１管１
福岡県八女市黒木町田本１５０－２〒834-1214

井手　保臣104409

TEL 0942-32-9376

古後工業 －4002無個

左１
福岡県久留米市江戸屋敷１－３－３４〒830-0059

古後　文資104410

TEL 092-861-8710

ムラタ工建 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区干隈５－１２－２４－１０５〒814-0163

村田　辰夫104411

TEL 092-762-5222

新栄総合管理（株） 50,000 －4001有法

建２内２具２
福岡県福岡市中央区大名２－１１－２５〒810-0041

木庭　兌104412

TEL 092-400-0177

（株）サンリフォーム 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市城南区長尾４－１２－７－１Ｆ〒814-0153

安永　崇志104413

TEL 092-707-5713

誠磨工業（株） 1,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区野芥８－３６－５〒814-0171

大石　誠104414

TEL 0944-85-0734

本脇塗装 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市大字吉野１８６１〒837-0904

本脇　久男104415



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

943頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-23-4003

大盛産業（株） 10,000 －4002有法

土１と１舗１解１
福岡県久留米市北野町仁王丸１９－１〒830-1106

田中　公子104417

TEL 093-244-2189

渡辺建築工房 －4008無個

建１
福岡県中間市岩瀬西町３８－１〒809-0041

渡邊　豊文104418

TEL 093-662-3388

（株）ＮＳロードテクノ 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市八幡東区白川町９－２２〒805-0007

山田　雅也104420

TEL 092-803-0660

ピープルホーム樋口組 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区東入部１－１３－４３〒811-1102

樋口　裕男104421

TEL 0946-23-8070

別府重設工業（株） 1,000 －4006無法

機１
福岡県朝倉市小田５０９－１〒838-0051

別府　康敏104422

TEL 092-432-3500

ＫＯＵＥＩ硝子 －4001無個

ガ１
福岡県福岡市博多区東那珂２－１０－５８－６０１〒812-0892

長尾　弘孝104423

TEL 092-589-5988

（株）春日技研 5,000 －4011無法

電１
福岡県春日市昇町４０２４〒816-0851

大屋　進104424

TEL 0940-43-8487

おかざき建匠 －4008無個

建１大１
福岡県福津市上西郷８５３－１〒811-3207

岡﨑　克樹104426

TEL 0949-28-4656

津名工業 －4004無個

と１
福岡県直方市大字下境３９１１－１９〒822-0007

福原　昭伸104429

TEL 093-962-3531

井上工業 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－２０－５０〒802-0821

井上　幹夫104433

TEL 093-452-0901

守谷建設（株） 1,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
福岡県北九州市小倉南区大字山本７６５〒803-0264

守谷　昇104434

TEL 092-504-5478

藤芳造園 －4011無個

園１
福岡県大野城市大城１－２０－７〒816-0911

藤　芳久104435

TEL 092-404-0919

旭匠（株） 9,000 －4011無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県大野城市大城３－１１－１６〒816-0911

鳥飼　旭104436



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

944頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-25-3158

（株）加峯建具工芸 5,000 －4010無法

具１
福岡県飯塚市太郎丸７９８－１〒820-0076

加峯　靖亮104438

TEL 0943-23-1305

山田工業 －4007無個

と１
福岡県八女市稲富６６３－１ドリームシティＣ棟１０３〒834-0047

山田　富明104440

TEL 0942-32-5660

佐藤板金加工所 －4002無個

板１
福岡県久留米市螢川町２－７〒830-0015

松本　圭一104441

TEL 093-951-7741

（株）キューブ 18,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区片野４－２０－３〒802-0064

髙橋　智守104444

TEL 092-572-7772

河津組 －4011無個

大１
福岡県春日市一の谷１－６９－１〒816-0852

河津　道幸104448

TEL 092-571-4435

（有）ナイス 3,000 －4011無法

建１内１
福岡県春日市一の谷５－１９－２０１〒816-0852

諸井　幹男104449

TEL 0942-53-5545

永田製作所 －4007有個

鋼１
福岡県筑後市大字西牟田４１５０〒833-0053

永田　義光104454

TEL 092-408-5455

江上塗装 －4011無個

塗１
福岡県那珂川市大字山田１５２－８３〒811-1244

江上　宏美104455

TEL 092-741-3938

（株）ＣＵＢＩＸ 8,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区赤坂３－８－２６〒810-0042

野﨑　陽一104459

TEL 092-891-4015

谷本組 －4001無個

大１
福岡県福岡市西区福重４－１６－２１－１１０〒819-0022

谷本　次郎104461

TEL 092-410-8833

（株）ミヤビ工業 3,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区千早１－２０－１３〒813-0044

柳田　雅晴104462

TEL 093-583-3646

貴船電工（有） 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区高尾１－１０－１２〒803-0853

大木　誠二104467

TEL 0942-26-7950

（株）誠真電設 3,000 －4002無法

通１
福岡県久留米市荒木町荒木１０７６－２７〒830-0063

島松　武士104470



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

945頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-72-1984

小金丸建設（株） 20,000 －4010無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県飯塚市内住１２７３〒820-0713

小金丸　貴將104472

TEL 0948-57-3666

武田住建（株） 5,000 －4010無法

建１
福岡県嘉麻市大隈２４２－５〒820-0304

武田　命昭104473

TEL 092-806-3912

青木昭工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市西区横浜１－３７－２４〒819-0166

青木　昭104475

TEL 092-934-0860

（株）コズエ 8,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野字野間２１８－１〒811-2104

濱田　京子104476

TEL 093-777-2227

（有）夢倶楽部 3,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市八幡西区上上津役１－２１－２５〒807-0072

宮崎　八郎104479

TEL 092-953-2348

古川塗装工業 －4011無個

塗１
福岡県那珂川市今光５－５１〒811-1211

古川　進也104482

TEL 0930-25-2871

ヤマモト －4005無個

建１大１
福岡県行橋市大字下稗田１０５－１〒824-0054

山本　宏治104484

TEL 093-562-8511

（株）彩斗コールドメンテナンス 10,000 －4008有法

絶１
福岡県北九州市小倉北区木町１－１－２３－６０５〒803-0851

印藤　幹次104487

TEL 093-654-5080

（株）プロテクノエンジ 20,000 －4008有法

電１管１通１
福岡県北九州市八幡東区中畑１－６－２０〒805-0024

庄司　洋一郎104488

TEL 093-513-7607

橋本設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区寿山町１－２〒802-0025

橋本　潤一104489

TEL 093-641-4218

秀工業（株） 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区田町１－２－３〒806-0003

友成　秀昭104490

TEL 092-434-5588

（株）ヤマダエコソリューション 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区比恵町２－２４〒812-0014

齋藤　陽太104491

TEL 092-437-3260

ＩＴヘルスケア（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区榎田２－３－２７〒812-0004

川野　健一104493



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

946頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-674-1630

（株）福岡エンジニアリング 2,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市東区下原４－１４－３〒813-0002

村田　重文104495

TEL 093-293-4587

（有）東洋フラッシング商会 8,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡遠賀町虫生津６９２－７〒811-4321

川崎　実104496

TEL 093-622-8370

（有）タイケイ 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区市瀬２－２－２１〒806-0063

木村　弘一郎104497

TEL 093-791-7502

（株）インフォテック 5,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市若松区用勺町２０－１〒808-0077

森　健一104498

TEL 092-481-2934

（有）三成電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－８－２１〒812-0016

窪田　亨二104500

TEL 092-719-1893

（株）古賀設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１５９－２０〒811-2221

古賀　孝次104501

TEL 092-935-8944

林田組 －4001無個

具１
福岡県糟屋郡志免町志免中央４－１４－２５〒811-2244

林田　俊彦104503

TEL 092-596-1157

山下冷熱工業所 －4011無個

絶１
福岡県大野城市旭ヶ丘２－１５－２１〒816-0953

山下　英樹104504

TEL 092-951-8077

池園工業 －4011無個

鋼１
福岡県那珂川市大字西畑字大野１４６６－３〒811-1246

橋爪　博一104505

TEL 0942-78-2698

長谷建設（株） 6,000 －4002無法

土１筋１
福岡県久留米市北野町高良２１７２－１〒830-1114

長谷　美智恵104506

TEL 0942-39-3300

西工務店 －4002有個

土１建１
福岡県久留米市津福今町４２７－２４〒830-0061

西　博美104507

TEL 0944-74-1055

諸藤工業（合） 9,000 －4003有法

建１屋１管１内１
福岡県柳川市三橋町久末１４０－１〒832-0816

諸藤　栄一104508

TEL 093-583-1475

（株）吉岡組 5,500 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市小倉北区今町１－２－３－１０４〒803-0862

吉岡　大志郎104510



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

947頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-43-2872

（株）ササキ工業 5,000 －4002無法

土１と１水１
福岡県久留米市東合川３－６－１４〒839-0809

佐々木　和彦104512

TEL 092-872-4180

タカチ防災工事店 －4001無個

消１
福岡県福岡市早良区東入部１－１３－４３〒811-1102

髙地　計人104513

TEL 092-551-3797

西部ガスリアルライフ福岡（株） 50,000 －4001有法

建１管１内１
福岡県福岡市南区向野２－８－１８〒815-0035

砥綿　孝幸104514

TEL 092-806-5355

　川建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区今津４７９８－２８４〒819-0165

　川　昇104515

TEL 0948-28-8424

（株）のがみ組 8,000 －4010無法

土１と１解１
福岡県飯塚市潤野１３１７－８〒820-0021

野上　智司104519

TEL 0942-48-7007

長道保温 －4002無個

絶１
福岡県久留米市上津２－１２－１９〒830-0055

長道　浩二104522

TEL 0944-86-8084

おはよう設備（有） 20,000 －4003無法

土１管２水１消１
福岡県大川市大字上巻２７０－１〒831-0031

西　航平104524

TEL 093-882-8825

（有）イーズィ 3,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市戸畑区千防３－２１－９〒804-0081

全　栄蔵104526

TEL 093-882-1028

イッセイプラント工業（株） 5,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市戸畑区天神２－１０－７〒804-0094

長谷川　義隆104527

TEL 093-965-7627

（有）長行建工運輸 14,000 －4008有法

土１
福岡県北九州市小倉南区志井６－４－８〒802-0985

今西　廣二104528

TEL 0930-42-0054

（株）岡田設備 9,000 －4005無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川本庄６３３〒824-0231

岡田　茂104531

TEL 0944-63-4687

（株）野田市松 10,000 －4003有法

内１
福岡県みやま市瀬高町下庄５１２〒835-0024

野田　賢一104532

TEL 092-531-8178

（株）青友工房 5,000 －4001無法

土１と１塗１防１内１解１
福岡県福岡市中央区白金２－１３－１４〒810-0012

ニ宗　憲治104537



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

948頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-245-5618

ツカモト保温 －4008無個

絶１
福岡県中間市中央５－６－１４－８０２〒809-0030

塚本　雪夫104538

TEL 0947-62-3667

タカ企画 －4009無個

土１建１と１水１解１
福岡県田川郡赤村大字内田１２９３－２〒824-0432

髙林　修作104539

TEL 092-947-1732

（有）セキュリティビルド 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡篠栗町大字高田３５４〒811-2401

石松　良司104541

TEL 092-775-6325

柴戸内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市城南区南片江５－３－１２〒814-0143

柴戸　龍昭104542

TEL 092-934-0153

（有）川村電機 3,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野５３４－５〒811-2104

川村　長久104543

TEL 092-881-4662

（株）宮原興業 500 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区上山門３－２－１１〒819-0054

宮原　和彦104544

TEL 092-836-9155

日本止水（株） 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区賀茂２－１７－１２〒814-0164

能口　謙治104546

TEL 0943-32-2019

荻野工務店 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字水原２００７－１〒834-0102

荻野　日出紀104547

TEL 092-980-1446

（株）リフォーム開発 1,000 －4001無法

建１大１左１と１石１塗１防１内１
福岡県福岡市南区長住１－１－５０－１〒811-1362

首藤　雅典104548

TEL 093-863-9331

（株）九州クラフトマンシップ 3,200 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県北九州市若松区大字安瀬３８－１〒808-0022

荒木　伸二郎104550

TEL 093-591-2011

（株）友信 5,000 －4008無法

と１管１
福岡県北九州市小倉北区室町２－２－１８－４０１〒803-0812

友田　信明104552

TEL 092-402-2525

（有）アキ設計 3,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区的場２－３２－１２〒811-1314

今任　和明104554

TEL 093-475-4464

（株）大地総建 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区上吉田４－１２－１４〒800-0201

沖潮　大地104555



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

949頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-472-2768

（有）祐建築事務所 18,000 －4001有法

建１大１左１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－８－１５〒812-0011

早川　純男104559

TEL 092-405-4545

五大（株） 5,000 －4011有法

建１タ１
福岡県春日市下白水６－１８６〒816-0846

野中　雅彦104560

TEL 093-618-7879

ハヤシ建設 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区香月西２－１５－５〒807-1103

林　信一104561

TEL 0942-62-3647

古賀技研工業 －4002無個

板１
福岡県久留米市城島町芦塚８３８－４〒830-0201

古賀　まり104562

TEL 092-692-7581

大和建設工業（株） 3,000 －4001無法

土１建１と１管１舗１
福岡県福岡市東区蒲田３－１１－２２〒813-0023

田口　和幸104563

TEL 093-961-8870

（株）かんり 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園１－４－１５〒802-0814

宮﨑　源喜104567

TEL 093-472-9733

都留工業 －4008無個

管１鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区上吉田６－２－６〒800-0201

都留　昭彦104568

TEL 0942-44-9988

（有）高山工業 3,000 －4002無法

大１と１
福岡県久留米市東合川３－１９－５２〒839-0809

高山　清頭104574

TEL 0943-73-0882

稲富建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市田主丸町志塚島１１５６－１〒839-1222

稲富　長年104575

TEL 092-804-6079

（株）オーゼット 18,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区早良７－１－３９－２Ｆ〒811-1122

大鶴　博美104576

TEL 092-662-2680

福岡帝国金網工業（株） 10,000 －4001有法

土１と１鋼１
福岡県福岡市東区舞松原１－１２－５〒813-0042

谷口　豊一104577

TEL 092-503-5537

（株）米満空調 5,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市大城５－５－１７〒816-0911

米満　博文104579

TEL 092-929-3555

島田鋼業 －4011無個

具１
福岡県筑紫野市大字永岡８５４－１８〒818-0066

島田　成人104581



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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TEL 092-951-0810

（株）ＲＩＭＣＲＡＦＴ 7,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市松木２－６４〒811-1251

右近　賢吾104584

TEL 092-532-1123

（株）ワイズプランニング 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市南区大楠２－５－２〒815-0082

山　　孝徳104585

TEL 093-761-4344

（株）トンテック 5,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市若松区浜町１－１０－２〒808-0024

吉田　富美夫104586

TEL 092-534-5550

（株）創建 20,000 －4001有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区大宮１－７－１７－１０１〒810-0013

中村　琢司104587

TEL 092-588-8338

（株）ＡＵＢＥ 3,000 －4011無法

タ１
福岡県春日市上白水６－１６〒816-0844

内村　寛104591

TEL 0940-36-5232

フクオカ機工（有） 5,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県宗像市田熊２－３－１１〒811-3431

宮崎　直俊104593

TEL 0942-37-0315

太陽創建 －4002無個

大１と１
福岡県久留米市原古賀町２６－６〒830-0046

脇　正頼104594

TEL 0942-27-9778

（株）田中総建 5,000 －4002有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県小郡市三沢１１６３－１〒838-0106

田中　大輔104595

TEL 0943-22-3564

ともけい設備 －4007無個

管１水１
福岡県八女市大島３７０〒834-0005

松尾　巳寿104600

TEL 092-623-7477

（株）リンクス 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区吉塚８－１－６７〒812-0041

馬越　猛104602

TEL 093-692-5921

（株）ウエダ 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市八幡西区浅川学園台２－５－４〒807-0871

上田　和男104604

TEL 093-452-3245

（株）髙千穂電業 1,500 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区新道寺３７９－１〒803-0186

戸髙　久則104605

TEL 093-582-1112

（株）ヤブサメ 20,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区西港町１２４－１８〒803-0801

鏑流馬　祐二104606



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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TEL 093-647-0771

ＴＡＩＳＨＩＮ（株） 5,000 －4008有法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－５－１〒806-0066

山村　謙二104607

TEL 093-752-2720

ニチデンワーク（株） 15,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区響町１－２８－３〒808-0021

秋山　直樹104608

TEL 092-942-6468

（株）池見管工 5,000 －4001無法

と１管１舗１水１
福岡県古賀市日吉３－４－２２〒811-3106

能住　真紀104610

TEL 092-851-2183

（株）トップシステム 35,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市早良区原５－８－１７〒814-0022

内田　信聡104611

TEL 0942-78-3592

西日本圃場改良（株） 32,800 －4002無法

土１
福岡県久留米市北野町高良１４４３－７〒830-1114

栁　一実104612

TEL 0942-35-2100

大栄電通（株） 12,000 －4002有法

通１
福岡県久留米市長門石２－２－２３〒830-0027

大森　康一郎104613

TEL 093-881-3395

（株）サン工務店 11,400 －4008有法

建１と１解１
福岡県北九州市戸畑区南鳥旗町７－１〒804-0074

村井　三郎104615

TEL 093-452-0126

（株）池口建設 10,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市小倉南区呼野字出口１１６７－１〒803-0181

池口　昌弘104616

TEL 093-602-5415

前川組 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区御開３－３１－１－１０７〒807-0806

前川　勉104617

TEL 0930-55-6884

中村建設 －4005無個

土１建１と１塗１防１解１
福岡県行橋市大字長木１０７６－１〒824-0058

中村　昇平104618

TEL 0949-62-2126

前野工業 －4004無個

鋼１
福岡県鞍手郡小竹町新多３３３〒820-1104

前野　由信104619

TEL 092-804-2020

（株）髙岡 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区早良６－１４－１４〒811-1122

髙岡　雅也104621

TEL 092-943-2306

未来建設 －4001有個

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県古賀市駅東５－９－８〒811-3102

長尾　初104622
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TEL 092-476-0050

（株）ビデオシステム 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区東那珂３－２－２０〒812-0892

松尾　隆司104623

TEL 0943-22-5451

諸冨造園 －4007無個

土１と１舗１園１
福岡県八女市光２３０－４〒834-0043

諸冨　裕文104626

TEL 0944-76-2804

　建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾７１５－４〒839-0253

　　智幸104627

TEL 092-542-3679

（株）西総 5,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区桧原１－３３－２２－２１８〒811-1355

出嶋　雅美104628

TEL 093-761-1679

（株）米井防災設備 5,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市若松区東畑町１－７〒808-0044

米井　隆彦104629

TEL 0948-21-4371

ＵーＴＲＵＳＴ －4010無個

内１
福岡県飯塚市楽市６６－９〒820-0074

浦野　義幸104630

TEL 0947-72-3300

（株）有吉電機 5,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡川崎町安眞木２５２７－２〒827-0001

有吉　真一104631

TEL 092-592-7703

（有）ナカニシ工業 10,000 －4011無法

板１内１
福岡県大野城市仲畑２－１０－４３〒816-0921

仲西　政則104633

TEL 092-558-6610

（有）あさとも 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区井尻５－２０－９〒811-1302

澤井　公市104635

TEL 092-203-6799

山下安全工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市早良区田隈２－２８－１２〒814-0174

山下　正幸104636

TEL 0092-864-7307

（株）上之原建設 6,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市早良区次郎丸１－１１－５１〒814-0165

上之原　賢治104637

TEL 092-566-2841

（株）晃建 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区柏原４－１０－１〒811-1353

鈴木　晃平104638

TEL 0944-73-2742

堤建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市有明町６１４－１〒832-0054

堤　春喜104644
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TEL 0947-44-4171

吉積商会 －4009無個

と１解１
福岡県田川市大字弓削田２０３３〒826-0041

吉積　正三104645

TEL 093-741-2360

原口設備 －4008有個

土１と１管１舗１水１消１
福岡県北九州市若松区高須東４－１１－４５〒808-0144

原口　昭仁104646

TEL 093-601-6431

栄光システム －4008無個

管１
福岡県北九州市八幡西区折尾２－１６－１６〒807-0825

片嶋　哲夫104650

TEL 092-805-3664

　津工業（株） 3,000 －4001有法

左１塗１
福岡県福岡市西区千里４８２－１〒819-0374

　津　洋平104651

TEL 092-402-5880

（株）西部環境 2,500 －4011有法

土１と１管１し１水１
福岡県筑紫野市大字天山５９６－４〒818-0041

富永　英夫104654

TEL 092-586-7811

（株）チームトラスト 5,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市筒井１－１９－１６〒816-0931

永留　勅宗104655

TEL 092-515-1858

（株）協和木材 10,000 －4011有法

建１大１内１
福岡県春日市大和町３－２４－１〒816-0874

森田　雄介104656

TEL 092-923-7407

（株）田口電業 3,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市坂本３－４－１７〒818-0133

田口　修104657

TEL 092-555-3260

ナカノ設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区中尾３－４４－３〒811-1364

中野　史郎104658

TEL 092-791-8607

（株）テクノブレイン 9,500 －4001有法

管１
福岡県福岡市中央区大手門３－３－５第２城北ビル３階〒810-0074

中山　年行104660

TEL 093-791-8561

（株）環境施設 40,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県北九州市若松区南二島４－２－１〒808-0109

田中　直継104661

TEL 093-751-3147

東谷工業（株） 3,000 －4008有法

土１鋼１
福岡県北九州市若松区白山１－１２－１０〒808-0035

東谷　政信104663

TEL 093-965-6522

大和工業（株） 4,050 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区横代東町２－１７－１４〒802-0822

平山　忠彦104664
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TEL 093-741-2957

周陽技建（株） 6,000 －4008無法

建１園１
福岡県北九州市若松区大字蜑住２９４－１〒808-0122

山内　誠104665

TEL 092-292-6061

（有）宮川設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区上呉服町４－１４〒812-0036

宮川　晃104671

TEL 0942-45-0149

（株）アーキプロ 10,000 －4002無法

大１と１屋１タ１内１絶１
福岡県久留米市新合川１－８－３４〒839-0865

平木　松美104673

TEL 0944-53-6833

池尻畳店 －4003無個

内１
福岡県大牟田市神田町２１８－３〒836-0093

池尻　友幸104675

TEL 092-831-1050

（有）エイムスギモト 7,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市西区原４－１３－２０〒814-0022

杉本　新二104679

TEL 092-714-0451

グランドウエア（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区天神３－４－９〒810-0001

小田　郁雄104690

TEL 093-882-5728

東洋館 －4008有個

と１鋼１解１
福岡県北九州市戸畑区中原西２－１６－２１〒804-0011

浜村　栄龍104693

TEL 092-323-8266

（株）樋口組 100 －4001無法

大１
福岡県糸島市高祖１０１５－３〒819-1571

樋口　宣一104694

TEL 092-692-9083

誠和物産（株） 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糟屋郡粕屋町酒殿１－２－２７〒811-2303

原田　民夫104698

TEL 093-931-3081

（株）日本ハウジングセンター 60,000 －4008有法

建１電１
福岡県北九州市小倉北区香春口１－１５－１０〒802-0084

村田　忠弘104700

TEL 093-613-4025

南北工業（株） 5,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西３－１０－１〒807-0074

松尾　悦夫104701

TEL 093-293-6850

（株）オーク 5,000 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津３４３２－３〒811-4341

戸内　文彦104702

TEL 093-651-5426

九伸電気 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡東区祝町２－１－２２〒805-0041

井上　則康104703
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TEL 092-292-5173

板谷建設 －4001有個

建１
福岡県福岡市東区原田１－８－３８〒812-0063

板谷　達二104705

TEL 093-222-0220

（有）芦屋溶業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡芦屋町正門町８番１４号〒807-0112

宋　峯徳104706

TEL 092-663-5065

（有）トータル 3,000 －4001無法

建１機１
福岡県福岡市東区香椎台１－４－１８〒813-0014

佐野　平治104707

TEL 092-210-4139

西設工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市西区戸切２－４－６－２〒819-0032

西嶋　真一104709

TEL 092-834-8380

（株）ホンダ 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区有田２－５－２１〒814-0033

本田　浩104710

TEL 092-405-0162

（有）松本板金 5,000 －4011無法

屋１板１
福岡県筑紫野市筑紫野駅前通１－１５２－１〒818-0022

松本　英雄104711

TEL 092-921-5147

（株）Ｈ・Ｔ・Ｆ 3,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市高雄５－６－１８〒818-0122

萩尾　真一104712

TEL 0946-22-4889

中村建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市堤９０６〒838-0062

中村　修造104713

TEL 092-596-7369

（有）拓技建 5,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市南ヶ丘７－１３－３〒816-0964

中牟田　俊英104714

TEL 0949-42-6381

（株）第一建設工業 5,000 －4004無法

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２４４６－２４〒807-1312

阿髙　諒一104715

TEL 0948-43-3419

ふみな工業（株） 5,000 －4010無法

土１と１舗１園１
福岡県飯塚市潤野８８５－３０〒820-0021

﨑村　加代子104716

TEL 092-872-5152

環境電子（株） 20,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市早良区田隈２－１７－１〒814-0174

山本　隆洋104719

TEL 093-651-5521

（有）Ｆｏ．Ｙｕ． 3,000 －4008無法

建１と１内１
福岡県北九州市八幡東区川淵町１３－６〒805-0012

松永　雄二104720
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TEL 093-951-0281

（株）和幸 3,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１解１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－９－１７－２０２〒802-0804

惠良　和幸104722

TEL 093-616-0884

豊動建設（有） 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市戸畑区初音町９－１０〒804-0066

山中　康二104724

TEL 092-932-8166

（株）セイシン 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡宇美町光正寺２－６－１５〒811-2123

岩城　由明104725

TEL 092-533-5216

スラッシュデザインスタジオ －4001有個

内１
福岡県福岡市中央区平尾３－５－１０〒810-0014

明永　和男104728

TEL 093-618-6442

（有）前崎工業所 3,000 －4008無法

と１管１機１
福岡県北九州市八幡西区星ケ丘４－２－１６〒807-1264

前﨑　清士104730

TEL 093-695-6199

（株）中創 2,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区松寿山３－３－６〒807-0855

中本　彰104731

TEL 093-619-2575

（株）アイズ 7,000 －4008有法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区香月中央５－４－２３〒807-1102

目代　博明104732

TEL 0942-44-0010

（有）デイズ 3,000 －4002無法

大１内１
福岡県久留米市山本町耳納２２６－１〒839-0826

彌永　篤史104733

TEL 093-884-2700

（有）進栄工業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市戸畑区銀座２－２－３〒804-0076

田畑　進一104737

TEL 093-616-2207

（有）増山組 3,000 －4008無法

と１鋼１機１解１
福岡県北九州市八幡西区屋敷１－７－２〒806-0006

増山　竜次104738

TEL 092-324-4040

裕工業 －4001無個

大１
福岡県糸島市油比５２１－１〒819-1115

三宅　裕巳104742

TEL 0930-23-6292

（株）テクニカルワークス 5,000 －4005無法

土１電１管１水１消１
福岡県行橋市南大橋１－２－２５〒824-0032

奥畑　隆104744

TEL 0947-85-9122

（株）デジテックコーポレーション 5,000 －4009無法

電１通１
福岡県田川市春日町１４－３１〒826-0026

石井　政憲104745
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 0930-52-3456

（有）伸拓建設 10,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県築上郡築上町大字上別府５３７－１〒829-0105

中島　光成104746

TEL 092-283-9055

（株）キャップ 30,000 －4001有法

建１大１と１内１
福岡県福岡市博多区綱場町５－３１〒812-0024

野見山　廣幸104747

TEL 092-834-2165

秀一設備工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市早良区野芥７－４３－５－２〒814-0171

矢野　秀一104750

TEL 093-931-1233

（株）植月溶接工業 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町１－９－３９〒800-0256

植月　眞二104755

TEL 092-325-2867

ミスミ工業 －4001無個

土１と１管１水１
福岡県糸島市二丈武２３７－２〒819-1616

米嶋　健一104756

TEL 0944-43-1518

（有）勝久工業 13,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市浅牟田町３０〒836-0817

中田　勝久104759

TEL 0942-48-1526

ＴＥＣ（株） 8,000 －4002無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県小郡市祇園２－４－８〒838-0144

大石　学104760

TEL 0944-53-5742

松永工務店 －4003無個

建１
福岡県大牟田市萩尾町２－８６－２〒836-0096

松永　雄一104761

TEL 093-473-8356

ユキノ工業 －4008有個

機１
福岡県北九州市小倉南区葛原高松２－１－２１〒800-0252

森山　伸彦104762

TEL 093-291-1105

（株）ベドフォード企画 1,000 －4008無法

建１内１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津５０３－２〒811-4341

髙橋　守104765

TEL 092-322-7174

（有）タナカ設備工業 5,000 －4001無法

管１
福岡県糸島市高祖１７０－１〒819-1571

田中　武雄104768

TEL 0949-29-0525

副島塗装工業（株） 5,000 －4004無法

と１塗１防１
福岡県直方市大字頓野１０３０－５〒822-0002

副島　慎太郎104770

TEL 093-381-8958

上田建装 －4008無個

建１大１
福岡県北九州市門司区藤松２－１４－２４〒800-0047

上田　栄治104774
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 092-521-6307

（株）浦谷 5,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市南区大楠１－３１－２３〒815-0082

浦谷　申一104777

TEL 0948-29-0338

（有）秀蔵総研工業 3,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市下三緒４４－６〒820-0012

中嶋　秋次104781

TEL 0948-72-3730

（株）ＩＣＭエンジニアリング 10,000 －4010無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県飯塚市長尾８８４－１〒820-0701

古野　武104782

TEL 0942-27-9556

（株）オオハシ 5,000 －4002無法

土１建１と１防１
福岡県久留米市荒木町白口３９４〒830-0062

大橋　由香104783

TEL 092-926-4427

（有）ヤマテック 3,000 －4011有法

土１舗１塗１機１水１
福岡県筑紫野市大字西小田９１３－２〒818-0032

山本　敏秋104784

TEL 092-574-0050

（株）福南電設 5,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区光丘町２－２－１８〒812-0874

長野　俊雄104787

TEL 092-651-7722

（株）壮栄 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区千代５－１－２８〒812-0044

安田　慶太104788

TEL 093-951-6221

（有）二宮工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－４－２２〒802-0814

二ノ宮　徹104789

TEL 092-833-0331

明雅産業（株） 10,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市早良区小田部５－１９－１８－１０２〒814-0032

甲斐　知104791

TEL 092-631-0711

島田内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区馬出２－５－３３〒812-0054

島田　壽美雄104792

TEL 092-724-9557

（有）ソイルヴァレイ 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区今泉２－１－３〒810-0021

堀元　芳郎104793

TEL 093-871-4624

大翔工業 －4008無個

鋼１
福岡県北九州市戸畑区浅生２－７－４〒804-0062

大見　哲也104795

TEL 092-933-0519

久永商会 －4001無個

土１大１左１と１舗１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵４２０－２〒811-2114

久永　勇三104801
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福岡県
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TEL 092-571-1697

（株）才田組 100,000 －4001無法

土２建２と２石２舗２し２防２園２水２解２
福岡県福岡市博多区光丘町１－２－３０〒812-0874

才田　善之104802

TEL 092-412-5080

（有）日創電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区那珂５－７－２９－１０３〒812-0893

藤　權一郎104805

TEL 092-332-2666

（株）ＳＥＥＤ 3,000 －4001無法

内１
福岡県糸島市有田４９０－２〒819-1132

才川　仁之104806

TEL 092-871-9710

（株）達村工業 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区南片江５－１－６〒814-0143

今村　達也104808

TEL 092-933-1916

（有）永井冷機 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡宇美町井野１５２〒811-2104

永井　和俊104810

TEL 092-871-2959

インテリア浅井 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区次郎丸５－８－１３－１２０１〒814-0165

浅井　洋介104812

TEL 093-471-7527

今井材木店 －4008有個

建１内１
福岡県北九州市小倉南区葛原２－８－３〒800-0251

今井　幸一郎104814

TEL 092-804-5331

岩本吹付 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区重留６－１８－６〒811-1101

岩本　彰104816

TEL 0930-25-0007

（株）豊田興業 5,000 －4005有法

土１
福岡県行橋市大字今井２０４８〒824-0018

豊田　敏春104817

TEL 0944-53-4918

野口塗装店 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市西浜田町１１－１６〒836-0027

野口　浩二104820

TEL 092-405-4711

ＤＫＴ住器（株） 10,000 －4011無法

具１
福岡県筑紫野市杉塚１－８－１〒818-0054

脇崎　剛久104821

TEL 092-622-1716

片山建装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市博多区吉塚３－２９－１４〒812-0041

片山　正弘104822

TEL 093-884-9393

（株）ゼンケン 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市戸畑区千防３－２０－２３〒804-0081

吉田　慶子104824
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TEL 093-383-0373

誠生工業 －4008無個

機１
福岡県北九州市小倉北区清水５－１－８－１０８〒803-0841

木下　誠104826

TEL 093-603-9226

テクノスライフ（株） 3,000 －4008有法

屋１板１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸１－５－１３〒807-0851

四辻　誠104827

TEL 093-777-3526

（株）梶原塗装工業 5,000 －4008無法

塗１
福岡県中間市長津１－２４－６０〒809-0036

梶原　隆寛104829

TEL 0944-52-7178

大牟田市管工事（同） 12,800 －4003有法

土１管１舗１水１
福岡県大牟田市柿園町１－１－１２〒836-0801

本多　繁利104831

TEL 092-821-7491

共進建工（株） 10,000 －4001無法

建１屋１塗１防１内１
福岡県福岡市早良区有田１－３０－１７〒814-0033

永江　寿104833

TEL 0947-26-5180

泰斗総業 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡糸田町南糸田１０５０〒822-1325

瀬戸　秀樹104834

TEL 0930-23-9514

三幸工業 －4005無個

機１
福岡県行橋市大字東徳永２５〒824-0025

　永　幸孝104835

TEL 092-533-4322

（有）福岡オフィスマネジメント 9,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区小笹１－４－１〒810-0033

小西　崇嗣104836

TEL 092-434-2301

（有）エポック電設 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区東那珂１－６－２３〒812-0892

山田　重雄104837

TEL 092-525-9222

（有）アイ・コーポレーション 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区清川２－２－１８－３０１１〒810-0005

一ノ宮　芳彦104839

TEL 0943-75-5853

平田建設 －4002無個

建１
福岡県うきは市吉井町宮田１０６－７〒839-1303

平田　裕己104840

TEL 0944-62-4721

（有）北島板金 3,000 －4003無法

板１
福岡県みやま市瀬高町下庄９０４－３イズミハイツ２号室〒835-0024

北島　直樹104841

TEL 0948-21-4450

豆塚組 －4010無個

と１
福岡県飯塚市幸袋７８１－２００〒820-0066

豆塚　和博104843
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TEL 093-341-0210

（株）西進工業 4,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市門司区大字黒川７００－１〒801-0821

岩本　昭男104845

TEL 092-565-2207

（株）さくら工業 20,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区桧原４－３５－２０〒811-1355

山下　瑞江104847

TEL 092-323-2623

賢設備工業 －4001無個

管１
福岡県糸島市高田３－４－１〒819-1102

石黒　賢治104849

TEL 092-953-4400

（有）須玖クレーン 1,000 －4011有法

と１
福岡県那珂川市中原４－１〒811-1213

衛藤　博希104850

TEL 0942-62-4185

永松工業（株） 10,000 －4002有法

建１大１と１内１機１
福岡県久留米市城島町江上本６８４〒830-0214

永松　芳樹104851

TEL 092-812-5765

（株）ワイズ西日本 40,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市西区大字飯盛４２６－５－１０１〒819-0037

藤井　圭子104855

TEL 0948-72-1466

矢野塗装店 －4010無個

塗１
福岡県飯塚市阿恵２８３〒820-0704

矢野　博士104856

TEL 093-553-1269

吉末工業 －4008無個

機１
福岡県北九州市小倉南区葛原高松２－１１－３〒800-0252

吉末　英年104858

TEL 092-581-6829

内野工務店 －4011無個

建１
福岡県大野城市山田５－５－２７〒816-0922

内野　文彦104862

TEL 093-452-3078

（株）山本クレーン工業 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺３５７－２〒803-0261

山本　義光104864

TEL 092-582-2979

（有）本田電気計装 3,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市筒井１－９－３〒816-0931

福本　弘104866

TEL 093-883-7032

（株）今枝工業 2,000 －4008有法

建１機１
福岡県北九州市八幡西区大字則松栃ノ木３３３－１〒807-0831

杉本　暁洋104872

TEL 093-475-1755

（株）さくら建築工房 5,000 －4008有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区葛原高松１－１－８〒800-0252

一宮　惠104873
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TEL 0947-63-4168

（株）地建ハウジング 5,000 －4009無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡大任町大字大行事１８３１－１１〒824-0512

毛利　良平104875

TEL 092-932-4337

（株）エム・ケイ・メンテナンス 3,000 －4001有法

消１
福岡県糟屋郡宇美町宇美６－２２－８〒811-2101

川原　小百合104876

TEL 092-865-3800

（有）太陽硝子 3,000 －4001無法

ガ１
福岡県福岡市早良区田村４－９－３〒814-0175

宗　正勝104878

TEL 0948-29-3025

児島建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市潤野９３４－２３〒820-0021

兒島　誠104879

TEL 092-962-1783

正管設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡新宮町新宮東１－１２－８〒811-0124

佐川　正雄104881

TEL 0943-23-1428

（有）建設工業泰組 3,000 －4007無法

土１と１舗１水１解１
福岡県八女市立花町北山５６２２－７〒834-0085

井上　誠也104883

TEL 0943-77-7863

（有）修産業 3,000 －4002有法

大１
福岡県うきは市浮羽町山北７７４－２５〒839-1408

大石　早苗104885

TEL 092-475-1282

福東（株） 50,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２０－２１〒812-0016

兼安　又次郎104887

TEL 0930-33-3566

一心 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町惣社８８３－１〒824-0124

中村　新一104888

TEL 093-652-3257

（株）岡林工業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡東区川淵町１－１４－２０１〒805-0012

岡林　雅樹104893

TEL 092-432-7641

ＳＫソリューション（株） 50,000 －4001有法

電２機１通１
福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１新幹線博多駅ビル７Ｆ〒812-0012

村田　俊明104895

TEL 092-564-3877

大神設計（株） 15,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区柏原１－４－１１〒811-1353

大神　誉央104896

TEL 0949-36-8001

（株）ＫＳネット 3,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１通１水１
福岡県直方市大字植木１６８５－４〒822-0031

千々和　鋭二104901



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

963頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-406-5905

九州大樹（株） 3,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市中央区舞鶴１－５－９〒810-0073

清本　賢次104903

TEL 093-618-8052

（有）ゴトウ装美 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区石坂２－１－９〒807-1121

後藤　進104906

TEL 0949-42-8140

（株）フジタ建設 5,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧２０７９－６〒807-1311

藤田　秀樹104910

TEL 0948-62-5290

（株）渡辺通信 3,000 －4010無法

通１
福岡県嘉麻市上臼井６０７－１〒820-0502

渡辺　芳彦104911

TEL 0948-72-1294

矢野孝塗装 －4010無個

塗１防１
福岡県飯塚市平塚７００〒820-0702

矢野　孝104912

TEL 0949-33-1103

（株）愛新 1,000 －4004無法

機１
福岡県宮若市芹田３４－２〒823-0013

神谷　孝嗣104914

TEL 092-881-1756

松本工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市西区生の松原１－２４－８〒819-0055

松本　久俊104915

TEL 092-892-8121

西部興産（有） 3,000 －4001有法

防１
福岡県福岡市西区小戸４－１６０２－１２〒819-0001

伊藤　久美子104917

TEL 092-936-5610

（株）野　工業 3,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡志免町別府西３－１２－１〒811-2232

野　　智弘104918

TEL 092-805-8515

（株）貴竜産業 5,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市西区周船寺１－８－２４〒819-0373

清水　竜也104919

TEL 092-483-1901

（株）ジャパンテック 10,000 －4001無法

土１管１鋼１機１水１
福岡県福岡市博多区半道橋１－６－３６－２０５〒812-0897

古賀　雅喜104920

TEL 093-452-3238

丸一板金 －4008無個

屋１板１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺１３２６－４〒803-0186

丸本　昭一104922

TEL 092-433-5544

（株）ハウスフィールド 40,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区東那珂１－１４－４６〒812-0892

竹下　芳弘104923



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

964頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-473-2715

弥生設備工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区下貫１－６－２５〒800-0236

竹田　聡104924

TEL 092-586-5311

フェイス技建（株） 1,000 －4001無法

建１大１左１と１屋１タ１筋１板１塗１防１内１具１解１
福岡県福岡市南区柳瀬１－３１－４〒811-1321

酒井　泰典104926

TEL 093-603-0121

越智建工 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠木２－１０－２２〒807-0827

越智　径利104928

TEL 0948-29-8331

伊藤建設 －4010無個

土１建１
福岡県飯塚市楽市１６０－４〒820-0074

伊藤　秀勝104930

TEL 0949-26-1691

（有）谷口電気商会 5,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字感田２２２７－２〒822-0001

谷口　憲之104932

TEL 093-921-7027

山本内装 －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－１１－１３－３０１〒802-0061

山本　義信104937

TEL 092-574-0736

島田計装（有） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区弥永２－３１－１８〒811-1323

島田　篤104939

TEL 092-332-0152

快適住まい工房 －4001無個

建１
福岡県糸島市有田中央２－２－１９〒819-1127

細井　健太郎104942

TEL 093-681-0124

商業建築設計 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区井堀３－１０－２５〒803-0835

隈本　貴司104943

TEL 0948-62-2050

（株）タナカ技建 5,000 －4010無法

土１建１と１管１舗１園１水１解１
福岡県嘉麻市下臼井１２７０－７０〒820-0504

田中　眞須美104944

TEL 092-943-7879

ＡＩＭ（有） 3,000 －4001有法

鋼１
福岡県古賀市千鳥１－２－６〒811-3113

柴　清彦104946

TEL 092-812-1231

（有）九州クオリティー 500 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市西区野方２－２２－５〒819-0043

田口　好己104947

TEL 092-732-1011

アルバクリエイト（株） 55,390 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区警固２－１７－３０〒810-0023

塩山　耕起104948



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

965頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-46-8005

ワウハウス九州（株） 10,000 －4002有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県久留米市中央町３２－４－１Ｆ〒830-0023

寺園　公教104949

TEL 093-884-1610

（有）秀栄工業 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市戸畑区牧山新町１－２８〒804-0054

境　秀雄104951

TEL 093-681-4372

Ｋ’ ｓＨｏｍｅ －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡東区帆柱３－３－３〒805-0056

甲斐　勲104952

TEL 0943-42-3023

Ｔ盛太建設 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町田代４１１－２〒834-1205

堤　盛太104953

TEL 093-561-0888

日本エスエム（株） 24,000 －4008有法

土２と２管１塗２
福岡県北九州市小倉北区原町２－２－１０〒803-0815

林　大智104954

TEL 093-481-2028

（株）武井工作所 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区新門司北２－４－５〒800-0113

武井　倫郎104955

TEL 093-451-2476

上田組 －4008無個

鋼１
福岡県北九州市小倉南区徳吉西２－７－１５〒803-0278

上田　喜隆104956

TEL 092-585-2418

中山鉄筋工業 －4001無個

筋１
福岡県福岡市南区横手南町２３－１９〒811-1312

中山　成二104958

TEL 092-873-4122

オノエボーリング －4001有個

と１
福岡県福岡市早良区次郎丸５－１５－１４－３０２〒814-0165

尾上　惣次郎104959

TEL 092-672-8929

（株）クマショウ 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区水谷３－２６－２０〒813-0041

松田　信治104960

TEL 092-834-5008

（株）日野電気 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区野芥２－２４－１２〒814-0171

日野　貴之104961

TEL 092-802-0305

リョウケン －4001無個

土１
福岡県福岡市西区大字田尻２５９１〒819-0383

藤木　靖明104962

TEL 093-611-0384

梶原建設 －4008有個

土１建１左１と１
福岡県北九州市八幡西区沖田１－１７－１９〒807-0077

梶原　英利104966



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

966頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-585-3511

山形空調 －4001無個

管１板１
福岡県福岡市博多区麦野２－２－１６〒812-0882

山形　隆裕104968

TEL 092-864-3153

西山組 －4001無個

大１
福岡県福岡市早良区田村６－１８－１０－２〒814-0175

西山　勝也104970

TEL 092-845-2046

（株）セン技建 20,000 －4001有法

防１
福岡県福岡市早良区昭代３－２－５〒814-0012

武藤　貞104971

TEL 092-882-8585

伸倖電気（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区福重２－２－４〒819-0022

喜多　　信行104972

TEL 093-551-9800

（有）アンド・プラス 3,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉北区浅野２－１８－２９〒802-0001

清成　完104973

TEL 093-651-2127

稲田工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡東区山路１－９－１〒805-0035

稲田　勝巳104974

TEL 093-245-7363

松商技研工業（株） 10,000 －4008無法

電１鋼１機１
福岡県中間市大字垣生字向五楽１２８０－１〒809-0001

松田　謙児104975

TEL 0979-24-5177

なかやしき（株） 3,000 －4005有法

建１大１屋１内１
福岡県築上郡吉富町大字小犬丸１２１－１〒871-0802

中屋敷　知則104976

TEL 0943-22-5394

重野工務店 －4007無個

建１大１左１と１
福岡県八女市吉田１５１４－１〒834-0006

重野　芳昭104977

TEL 092-681-0654

大地田空調 －4001無個

管１板１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘５－１９－１８〒813-0003

大地田　誠一104981

TEL 092-805-7600

（株）クラフト工業 9,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区今宿東１－１９－１２〒819-0161

畑島　誠104982

TEL 0947-22-5103

堀田建設 －4009有個

土１建１
福岡県田川郡福智町伊方４８７２－１〒822-1211

堀田　幸次104984

TEL 092-608-0022

楢﨑内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区奈多２－１３－２３〒811-0204

楢﨑　善則104985



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

967頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-864-7000

福田鉄筋工業 －4001無個

筋１
福岡県福岡市早良区野芥６－９－３〒814-0171

福田　勝男104987

TEL 092-555-9303

（有）テクニカルハンド 3,000 －4011無法

鋼１
福岡県那珂川市片縄東１－６－２５〒811-1204

末藤　源造104990

TEL 092-933-9703

（株）富士 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵４１９－２〒811-2114

藤野　剛志104992

TEL 0944-51-8321

（株）長電化空調サービス 10,000 －4003無法

建１電１管１
福岡県大牟田市浄真町１６９〒836-0844

長　信哉104997

TEL 0942-26-2178

リョーケン －4002無個

大１左１と１屋１タ１塗１内１具１
福岡県久留米市荒木町荒木１４２８－２９〒830-0063

兼子　伸浩104998

TEL 0947-22-0227

（株）植田畳襖工業 100 －4009無法

内１
福岡県田川郡福智町金田１１３５－５〒822-1201

植田　久稔104999

TEL 092-582-0542

（株）ＳＴＢＣ 3,000 －4001無法

建１解１
福岡県福岡市南区弥永２－１６－２０〒811-1323

佐藤　和德105003

TEL 092-541-1613

（有）古賀文化瓦工業所 3,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市南区三宅３－１４－７〒811-1344

古賀　義信105004

TEL 092-882-9710

（有）ユウキテック 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市西区石丸４－４－１５－１１０３〒819-0025

川野　稔治105007

TEL 092-932-1735

（有）隆谷工業 3,000 －4001有法

と１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳６－１１－５〒811-2127

今長谷　隆洋105008

TEL 092-672-7060

（有）さくら装飾 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区若宮５－１１－１５〒813-0036

川上　隆寛105009

TEL 0943-23-4144

恵工務店 －4007無個

建１内１
福岡県八女市立花町白木３９４７〒834-0084

田中　恵105013

TEL 093-602-4718

山下設備（株） 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区本城１－６－１〒807-0801

山下　啓二105016



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

968頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-642-8669

久幸デザイン建設（株） 5,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水４－１２－３〒806-0051

太田　英樹105017

TEL 092-753-6802

（株）ストロール 5,000 －4001無法

建１鋼１
福岡県福岡市中央区白金２－１３－２〒810-0012

今村　渉105019

TEL 0948-24-8302

西日本フレーミング（株） 50,000 －4010有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県飯塚市平恒５１５－４９〒820-0073

西原　等105022

TEL 092-332-1675

田丸電設サービス －4001無個

管１
福岡県糸島市有田中央二丁目４－３３〒819-1127

田丸　智章105023

TEL 092-586-7658

（株）福岡工務店 45,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区的場２－３６－１〒811-1314

田之上　健太105025

TEL 092-707-5440

正環テクノ（株） 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区南片江５－１９－７〒814-0143

矢野　秀記105029

TEL 092-936-1248

西山組 －4001無個

と１鋼１
福岡県糟屋郡志免町志免３－１０－６－１０５〒811-2202

西山　吉春105030

TEL 092-864-7834

（株）真誠工業 3,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市城南区東油山６－１８－４５〒814-0155

川邊　真一郎105031

TEL 092-871-6275

（株）八尋ボーリング工業 10,000 －4001有法

井１
福岡県福岡市城南区神松寺１－１３－１１〒814-0121

八尋　正廣105032

TEL 092-641-8027

ＳｕｎＷｏｒｋｓ（株） 5,000 －4001無法

解１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－７－２２－３０３〒812-0051

田麦　純一105036

TEL 092-812-5592

ペイントの前田 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区四箇６－２１－２４〒811-1103

前田　幸男105037

TEL 0943-32-4468

宮園建設 －4007無個

と１
福岡県八女郡広川町大字広川４４０－１１〒834-0115

宮園　友行105038

TEL 093-591-0972

インテリアデザインヒロ －4008無個

建１大１内１
福岡県北九州市小倉北区上到津２－３－１－５０１〒803-0856

髙場　久信105039



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

969頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0930-24-7007

植村工務店 －4005無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県行橋市大字高来２１０－６〒824-0078

植村　武司105040

TEL 09496-2-3002

吉田工業 －4004無個

鋼１
福岡県鞍手郡小竹町大字新多１５１７－２５〒820-1104

吉田　貴文105044

TEL 092-410-1778

黒澤工業 －4001無個

鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵１１７－８６〒811-2113

黒澤　哲治105046

TEL 092-642-1101

（株）アイチ． 50,016 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県福岡市東区東浜２－８５－２４〒812-0055

　城　亮105047

TEL 092-811-6655

西部舗装（株） 1,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区大字飯盛４２６－５－１０２〒819-0037

小宮　勝俊105049

TEL 0940-39-8850

トーケミ産業（有） 3,000 －4008無法

機１
福岡県宗像市自由ヶ丘１１丁目１８－９〒811-4163

井上　敏雄105050

TEL 0948-30-2600

（有）ベック九州 6,000 －4010有法

電１機１
福岡県飯塚市中４０８－１－１０１〒820-0065

奥　信昂105053

TEL 093-230-7177

（株）松鷹 7,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区長野１－１１－３２〒800-0228

草薙　武志105055

TEL 092-932-5916

蔵座建築士事務所 －4001有個

建１大１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵３９０－３〒811-2114

蔵座　武105056

TEL 092-292-9261

インテリアイシダ －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区堅粕２－１３－９〒812-0043

石田　将臣105057

TEL 092-585-7010

中元電工（株） 3,000 －4011無法

電１
福岡県春日市一の谷４－７４〒816-0852

中元　直105060

TEL 0944-76-4404

（株）ダイショー 5,000 －4003有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市大和町六合１５２０－１〒839-0244

大津　誠一郎105062

TEL 093-561-1081

明専（株） 8,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉北区上到津２－９－１０〒803-0845

村田　達也105064



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

970頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-964-8110

（株）原田電気 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区横代南町３－１４－３〒802-0826

原田　龍治105065

TEL 0942-51-7188

（株）ミチヤ防災 3,000 －4007無法

消１
福岡県筑後市大字古島４８５－１〒833-0035

田中　智幸105069

TEL 0943-42-4195

シギヤマ建設 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町土窪４４４〒834-1211

鴫山　誠也105070

TEL 092-806-7544

徳安開発（有） 3,000 －4001有法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区大字飯氏６４４－５〒819-0371

徳安　美子105071

TEL 093-873-5039

熱産ヒート（株） 30,000 －4008有法

管１タ１機１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸３－５６〒804-0077

川口　千恵子105073

TEL 039-613-7008

（株）成純 5,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森４－１１ー５ー２Ｆ〒807-0843

谷口　義信105075

TEL 092-555-4514

４２８（株） 1,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市南区老司３－１２－８〒811-1346

福田　里香105076

TEL 092-573-9837

（有）江藤シール工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区柳瀬２－７－２３〒811-1321

江藤　音輝105077

TEL 092-321-0309

太陽設備工業 －4001無個

管１
福岡県糸島市三雲９６９－５〒819-1583

古賀　学105078

TEL 0944-32-2821

佐藤工業 －4003無個

管１
福岡県三潴郡大木町大字三八松１５１－１〒830-0424

佐藤　泰史105082

TEL 0948-65-5207

石原技建（株） 5,000 －4010有法

土１建１と１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土居１８９－２〒820-0606

石原　敏郎105084

TEL 093-482-9560

（株）アーキテクノジャパン 5,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良２３９－１〒811-4311

村上　勇一105087

TEL 0930-33-5036

（株）クレアール 8,000 －4005有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県京都郡みやこ町綾野５９４－１３〒824-0104

竹本　博美105088



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

971頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-33-2481

光ルーフ －4004無個

建１屋１
福岡県宮若市龍徳１１８２－２〒823-0001

上野　耕市105089

TEL 0979-82-3215

上田産業（株） 12,000 －4005有法

土１と１
福岡県豊前市宇島６０６－８〒828-0022

上田　大作105090

TEL 092-400-4488

博翔テクノ（株） 10,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区周船寺２４２〒819-0373

伊東　純子105092

TEL 092-436-1717

三基工業（株） 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－６－１２〒812-0012

氏家　一貫105095

TEL 092-692-5831

（株）ピー・アンド・ピー 40,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡粕屋町原町２－５－５〒811-2307

青木　勝浩105096

TEL 092-894-8282

木下組 －4001無個

大１
福岡県福岡市西区大字金武１５１０－１〒819-0035

木下　陽央105097

TEL 092-944-4477

（有）東部電気設備工業 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県古賀市青柳町９３３－１〒811-3133

岩継　利和105099

TEL 0942-64-6455

（株）聖コーポレーション 5,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県久留米市三潴町高三潴９１３－１〒830-0103

塩﨑　由紀子105100

TEL 0943-22-5011

山下　建築 －4007無個

建１
福岡県八女市長野６９４〒834-0011

山下　繁敏105101

TEL 0943-22-2730

田中建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町北山２５６－１〒834-0085

田中　淳二105102

TEL 0944-52-1800

西日本メンテナンス（株） 64,250 －4003有法

土２と２鋼２舗２し２園２水１解２
福岡県大牟田市山ノ上町２－２〒836-0833

清水　進105104

TEL 0948-20-4116

（株）髙津建設 10,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市有安４５９－７〒820-0111

髙津　秀人105105

TEL 0930-23-6366

（有）中村空調設備 3,000 －4005無法

電１管１
福岡県行橋市大字寺畔２１８－１〒824-0042

中村　信敏105109



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-585-1073

（有）小幡電機 3,000 －4011有法

電１
福岡県春日市若葉台西２－１３０－１６〒816-0823

小幡　義光105110

TEL 092-606-0003

（株）憲組 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区和白４－１８－１６〒811-0202

木村　憲司105112

TEL 092-892-5055

福友ガス（株） 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市西区大字羽根戸２００－１〒819-0038

吉山　弘展105113

TEL 092-834-5387

（株）スマイル工房 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市西区石丸２－１７－６〒819-0025

山下　凉子105114

TEL 093-342-7605

（株）ＳＥＮＴＥＣ 5,000 －4008無法

建１屋１電１管１内１
福岡県北九州市門司区新門司１－１９－７〒800-0115

平山　千男一105115

TEL 093-883-8687

神田工務店 －4008無個

左１
福岡県北九州市戸畑区三六町１５－６〒804-0091

山口　彰105116

TEL 093-202-1277

立山工務店 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡水巻町二西３－１９－４３〒807-0055

立山　靖久105117

TEL 0943-24-2861

（有）マルモ商事 3,000 －4007有法

管１
福岡県八女市平田５７５－２〒834-0003

毛利　伸一郎105118

TEL 0944-53-2925

増永美術塗装店 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市唐船１４３６－１〒836-0003

増永　喜秀105120

TEL 0942-78-7686

石橋工業 －4002無個

筋１
福岡県久留米市北野町中２９２１－１６〒830-1113

石橋　泰樹105121

TEL 092-936-2466

江頭塗装 －4001無個

塗１
福岡県糟屋郡志免町大字志免９１８－２４〒811-2202

江頭　亨105122

TEL 092-865-7731

大﨑電気工事 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区田隈１－６－２〒814-0174

﨑原　幸夫105123

TEL 092-407-5088

（株）ＨＩＭ 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市西区戸切２－１０－１〒819-0032

古江　康人105124
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 092-881-0362

肥塚工務店 －4001無個

左１
福岡県福岡市西区姪浜６－７－１〒819-0002

肥塚　一成105125

TEL 0948-23-6050

西日本水道サービス －4010無個

管１
福岡県飯塚市若菜２５６－６５〒820-0082

大山　敏雄105129

TEL 0948-42-2690

（株）枝坂工業 1,000 －4010無法

管１水１
福岡県嘉麻市鴨生５５〒820-0206

平塚　善之105130

TEL 093-621-0712

横田組 －4008無個

左１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町１－２〒806-0041

横田　和彦105131

TEL 0948-26-7782

ＨＳＥ（株） 3,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市目尾３６０〒820-0062

西村　和昭105132

TEL 093-982-4250

野村建設工業 －4008無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県中間市東中間１－７－１３〒809-0019

野村　聡志105134

TEL 093-342-8797

（株）エイショウ 5,000 －4008有法

土１と１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区大久保２－５－７〒801-0883

田尾　栄作105135

TEL 092-954-2051

（株）秀栄 10,000 －4011有法

建１大１屋１タ１防１内１
福岡県那珂川市松木３－６５〒811-1251

久保田　秀臣105138

TEL 092-928-5648

砂塚内装 －4011無個

内１
福岡県筑紫野市天拝坂２－１－２３〒818-0053

砂塚　秀夫105139

TEL 0930-22-0123

行橋リフォーム －4005無個

建１
福岡県行橋市中央一丁目１４－１〒824-0005

清水　忠美105140

TEL 092-555-7838

クロノス工業（株） 500 －4011無法

鋼１
福岡県筑紫野市大字古賀４１８－１〒818-0047

木屋　聖治105142

TEL 092-985-1800

ケイテック（株） 7,000 －4011有法

通１
福岡県筑紫野市湯町３－５－１８〒818-0058

藏本　彰105143

TEL 092-572-8321

小笹工業 －4011無個

左１
福岡県春日市上白水１－１８－１０７〒816-0844

小笹　孝文105144
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TEL 092-874-0631

（株）ＹＵＫＯ建装 5,000 －4001無法

建１大１左１と１鋼１筋１板１塗１防１内１具１
福岡県福岡市城南区東油山２－７－７〒814-0155

城戸　一寿105146

TEL 092-981-0981

九電みらいエナジー（株） 7,770,150 －4001有法

土２建２電２
福岡県福岡市中央区薬院３－２－２３ＫＭＧビル〒810-0022

水町　豊105147

TEL 092-980-5294

末石内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区柏原２－１９－３〒811-1353

末石　広樹105148

TEL 0943-22-2525

（株）牛島工業 8,000 －4007無法

土１舗１
福岡県八女市立花町山崎２５６５－８〒834-0081

伊藤　光子105149

TEL 0943-24-0300

（株）中嶋システムサービス 3,000 －4007無法

管１
福岡県八女市祈祷院１３２－２２〒834-0025

中嶋　秀明105151

TEL 0944-32-9134

日建装（株） 3,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大字草木１２３４－１〒837-0917

吉田　慎一郎105152

TEL 092-626-2829

ハウス・メンテナンス（株） 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区吉塚２－１９－１５〒812-0041

横田　裕之105153

TEL 092-934-2531

鳥飼鉄筋工業 －4001無個

筋１
福岡県糟屋郡宇美町四王子坂３－１８－３４〒811-2103

鳥飼　輝雄105154

TEL 092-936-6380

田中塗装工業 －4001無個

塗１
福岡県糟屋郡志免町別府西２－１４－２３〒811-2232

田中　博幸105155

TEL 092-803-1177

日彰工業 －4001無個

鋼１
福岡県福岡市早良区田村５－１９－１７〒814-0175

緒方　章105156

TEL 0949-26-3191

（株）ＮＥＯ 20,000 －4004有法

土２建２大２左２と２石２屋２電２管１タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２機１絶２通１具２水２解２
福岡県直方市大字感田２４３３－１〒822-0001

大森　盛幹105157

TEL 0947-85-9282

（株）章豊建設 1,000 －4009無法

大１
福岡県田川市大字弓削田２３７８－１〒826-0041

政時　章105160

TEL 0944-73-1828

江口保温 －4003無個

絶１
福岡県柳川市筑紫町６１５－５〒832-0077

江口　充則105161
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TEL 0942-77-5324

梅野建設 －4002無個

大１
福岡県三井郡大刀洗町大字今８０９－１〒830-1223

梅野　博利105163

TEL 092-929-1834

創伸テクニカルサービス（株） 5,000 －4011無法

電１管１
福岡県太宰府市水城３－９－１１〒818-0131

黒岩　幸子105166

TEL 093-436-1222

セセトータル技建 －4005無個

建１
福岡県京都郡苅田町尾倉４－８－１０〒800-0353

瀬々　保幸105168

TEL 092-403-0500

（有）つくし 3,000 －4011有法

防１
福岡県太宰府市長浦台２－１６－２〒818-0136

松田　隆105169

TEL 0947-22-6230

荒木工務店 －4009有個

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県田川郡福智町神崎１６１４－１〒822-1202

荒木　泰博105170

TEL 0948-57-0173

（有）セキュリティシステム 3,000 －4010無法

電１
福岡県嘉麻市大隈町１０５０〒820-0302

大村　幸一105171

TEL 092-591-1392

（有）一成 3,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市下大利３－１－７〒816-0952

河津　一成105172

TEL 0944-43-3968

（株）カネシン建設 5,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市宝坂町２－６７－１〒836-0861

田中　幸浩105173

TEL 093-281-5855

エヌエス電気 －4008無個

電１通１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１０－６〒811-4236

吉田　直幸105177

TEL 093-965-7778

木下工務店 －4008無個

土１と１舗１解１
福岡県北九州市小倉南区石田南３－７〒802-0836

木下　徳一105178

TEL 092-863-7833

ＳＹＵ建装（株） 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市城南区友丘５－９－９〒814-0112

古賀　宏之105180

TEL 092-811-5740

（有）田端設備 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区大字吉武４０３－２１〒819-0036

田端　幸広105181

TEL 092-741-6880

（株）ユニアシスト 8,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市中央区渡辺通４－４－１９〒810-0004

樹　豊彦105182
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TEL 092-432-2096

相川防水工事 －4001無個

建１大１屋１タ１防１内１
福岡県福岡市博多区山王１－１４－４－３０２〒812-0015

相川　定秋105183

TEL 0947-28-2754

高橋工務店 －4009無個

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１水１解１
福岡県田川郡福智町赤池１０１７－１１７〒822-1101

高橋　勝105186

TEL 0948-72-2450

（株）合谷産業 6,000 －4010有法

土１と１舗１
福岡県飯塚市長尾１２８９－１３〒820-0701

合谷　一雄105187

TEL 0948-21-5060

ＪＡＣＣＳ（株） 5,000 －4010無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県飯塚市鯰田１５９５－１６〒820-0001

伊藤　廉宏105192

TEL 0930-22-5518

宮下工業 －4005無個

機１
福岡県行橋市大野井７０９－２〒824-0041

宮下　英治105193

TEL 092-927-0178

北向工業 －4006無個

左１
福岡県朝倉郡筑前町二１８８－３〒838-0228

北向　吉廣105194

TEL 093-618-3881

坂井工業 －4008無個

舗１塗１
福岡県北九州市八幡西区大字笹田１２－６７〒807-1265

坂井　利光105196

TEL 093-371-0123

（株）Ａ建 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市門司区稲積１－５－９－２０３〒800-0048

安部　慎治105197

TEL 093-611-0161

（株）松尾組 90,000 －4008有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２防２内２水２解２
福岡県北九州市八幡西区町上津役東２－２－２５〒807-0073

松尾　茂行105198

TEL 093-471-4657

みむろガラス －4008有個

ガ１具１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町５－３－７〒800-0218

三室　徳幸105199

TEL 092-321-3303

セイワネット開発（株） 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県糸島市前原南１－３－１１〒819-1139

谷口　博和105200

TEL 092-501-5120

原電設 －4011無個

電１
福岡県春日市天神山２－４５〒816-0855

原　　雄105201

TEL 092-589-2299

（株）オカノコーポレーション 5,000 －4011無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県大野城市月の浦１－１８－５－３０７〒816-0983

岡野　宏105202
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TEL 092-921-3338

九州バイオカーボン（株） 10,000 －4011有法

と１
福岡県太宰府市大字北谷字夕内１１２５－２〒818-0114

新名　洋一郎105203

TEL 092-811-5610

（株）つばき 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区野方４－８－２〒819-0043

椿山　満生105207

TEL 092-883-1080

寺田内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市西区福重５－１０－３０－１０２〒819-0022

寺田　邦洋105209

TEL 092-805-5477

ユウ・アンアート（株） 10,000 －4001無法

土１と１舗１塗１防１
福岡県福岡市西区大字女原１５２〒819-0376

池　英幸105212

TEL 092-874-1335

城南技建工業（株） 2,000 －4001無法

建１左１と１石１屋１タ１板１塗１防１内１
福岡県福岡市城南区樋井川６－１４－２８〒814-0153

佐藤　敬史105213

TEL 093-962-9382

エノキホーム（有） 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区志井３－１０－６〒802-0985

榎　利博105215

TEL 093-371-6396

ユノミチ建装 －4008無個

内１
福岡県北九州市門司区奥田５－３－１－１４〒800-0011

湯之道　勉105216

TEL 093-581-7039

（株）オーケイワイ 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区原町２－２－１－１１１０〒803-0815

岡田　和夫105218

TEL 0948-92-4800

（株）雄建 10,000 －4010有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県飯塚市勢田１１４－４〒820-1111

伊藤　龍雄105219

TEL 0944-58-2780

カワノ工業 －4003無個

と１舗１水１
福岡県大牟田市大字吉野１６５０－１〒837-0904

河野　孝典105220

TEL 0942-78-7648

（株）松岡左官工業 10 －4002無法

左１防１
福岡県久留米市北野町中２３５８－１〒830-1113

松岡　謙太105221

TEL 092-707-0267

（株）ユニティクス 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区春吉３－２１－１８－１００２〒810-0003

池田　朗105222

TEL 0946-42-3853

北郷基工 －4006無個

と１
福岡県朝倉郡筑前町三並１９０１－１〒838-0205

北郷　秀光105223
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TEL 0944-72-9418

椛島建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市田脇８３３〒832-0089

椛島　康博105225

TEL 093-618-1607

アース建設（株） 8,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南１－１３－１０〒807-1143

守田　哲也105226

TEL 092-406-4474

（株）ラントマン 4,000 －4001有法

建１大１タ１鋼１内１
福岡県福岡市中央区小笹１－９－５〒810-0033

河原　美比古105229

TEL 092-804-0305

（株）北　住器アルミサービス 3,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市早良区大字内野８２０－１〒811-1123

北﨑　裕一朗105230

TEL 092-683-0555

（有）Ｎ・サポート 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区名島３－１２－７〒813-0043

斉藤　昇105231

TEL 092-771-3042

ケイエス産業（有） 5,000 －4001有法

土１と１舗１し１機１水１
福岡県福岡市中央区那の津５－１－９〒810-0071

和田　恵美子105233

TEL 092-551-2239

馬場工業 －4001無個

絶１
福岡県福岡市南区長丘２－８－１７〒815-0075

馬場　俊ニ105234

TEL 092-518-5331

ヨシダ内装 －4001無個

内１
福岡県糟屋郡須恵町上須恵１３２２－３６〒811-2114

吉田　幸市105235

TEL 092-881-1004

中村設備 －4001無個

管１消１
福岡県福岡市西区愛宕南１－９－１３〒819-0007

中村　一之105237

TEL 092-205-0527

博心建装 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区舞松原２－３－２０〒813-0042

山本　佳功105238

TEL 092-845-3836

岡部鉄工 －4001無個

と１タ１
福岡県福岡市早良区小田部２－１１－１３〒814-0032

岡部　繁樹105239

TEL 092-922-4270

（株）オフィスステーションカジワラ 10,000 －4011有法

内１
福岡県筑紫野市紫２－２－１０〒818-0061

梶原　日出男105242

TEL 0949-23-2485

（株）古賀建 10 －4004無法

鋼１
福岡県直方市大字植木１９５－４９〒822-0031

古賀　良105243
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TEL 093-982-4530

山中塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市小倉南区上貫２－６－７〒800-0244

山中　規博105244

TEL 093-981-9300

Ｋデザイン －4008有個

建１
福岡県北九州市小倉北区井堀２－５－２７〒803-0835

大庭　国雄105249

TEL 093-882-2032

おがた内装 －4008無個

内１
福岡県北九州市戸畑区西大谷２－９－９〒800-0032

尾形　和俊105251

TEL 09496-2-2520

（株）トップＱ 19,000 －4004有法

土１建１解１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野１５８９－１〒820-1103

田畑　和憲105254

TEL 0948-72-3001

佐藤住建 －4010無個

建１
福岡県飯塚市内野２５５４〒820-0706

佐藤　富雄105255

TEL 093-601-3347

（株）岡部工務店 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯２－１－１２〒807-0876

岡部　満弘105256

TEL 092-331-7751

（株）真和技建 5,000 －4001無法

建１と１内１
福岡県糸島市志摩馬場２２９〒819-1305

田浦　眞義105257

TEL 050-1503-8607

清昌大工 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩岐志６９６－５〒819-1334

山本　昌伸105258

TEL 0948-82-2861

花房工業 －4010無個

鋼１
福岡県飯塚市有安６７４－１〒820-0111

花房　一義105260

TEL 0947-22-7575

菜琉太興産（株） 2,000 －4009無法

土１建１と１鋼１
福岡県田川郡福智町大字伊方４２７２－７〒822-1211

吉武　宏幸105261

TEL 093-434-4352

椿工業（有） 3,000 －4005無法

管１機１
福岡県京都郡苅田町大字与原字文久２０３９－３〒800-0323

森　祥平105262

TEL 092-932-5234

（株）トクマン 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１３４６－１〒811-2114

長谷川　太郎105265

TEL 092-407-5891

（株）松村工業 1,000 －4001無法

左１と１
福岡県福岡市城南区堺１－３２－２５〒814-0151

松村　幸徳105266
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TEL 092-933-3948

平島内装 －4001無個

内１
福岡県糟屋郡宇美町原田２－１２－８〒811-2132

平島　光弘105267

TEL 092-937-2012

松尾内装 －4001無個

内１
福岡県糟屋郡須恵町植木１０９６－３〒811-2112

松尾　政実105268

TEL 092-936-7020

月脚内装 －4001無個

内１
福岡県糟屋郡須恵町旅石７２－２０３〒811-2221

月脚　誠105271

TEL 092-986-3414

（株）ＯＲＩＫＡ 3,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市中央区小笹３－８－２０〒810-0033

荒木　香織105272

TEL 092-410-0482

タカタスポーツ －4001無個

土１と１舗１園１
福岡県糟屋郡志免町別府東２－１－１２－２０１〒811-2231

　田　秀鋭105273

TEL 092-523-6170

（株）リアル 300 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区那の川１－３－１８〒815-0081

眞鍋　大輔105277

TEL 092-923-9375

力丸技建工業 －4011無個

具１
福岡県太宰府市朱雀３－８－１６〒818-0103

力丸　洋一105278

TEL 092-953-0551

溝口塗装 －4011無個

塗１
福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷４５１－３〒811-1231

溝口　敬太105279

TEL 092-924-4636

（株）米倉ボーリング 5,000 －4011無法

と１
福岡県太宰府市高雄５－６－１０〒818-0122

米倉　隆徳105280

TEL 093-541-1552

（株）バトス 20,000 －4008無法

建２
福岡県北九州市小倉北区中津口１－１０－４５－５０３〒802-0018

永水　秀樹105282

TEL 093-223-0230

政工業 －4008無個

と１
福岡県遠賀郡芦屋町船頭町８－６２〒807-0121

宮ケ﨑　清正105283

TEL 092-645-0588

（株）リバーテック 10,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市東区東浜１－１９３－６〒812-0055

木本　カオリ105284

TEL 092-404-7575

（株）日本ボーリング 9,500 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区板付７－４－２６〒812-0888

福留　年明105285
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TEL 092-327-3488

（有）橋本工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県糸島市志摩初２７７－３６〒819-1312

橋本　秀一105286

TEL 0944-85-3501

（株）バウビオジャパン 5,000 －4003有法

建１左１
福岡県柳川市三橋町吉開７６６－４〒832-0802

山川　秀徳105287

TEL 0942-72-2796

堀内建築 －4002無個

建１
福岡県小郡市松崎８８４－１〒838-0122

堀内　浩二105289

TEL 0942-72-1172

（有）アキヨシ塗装 1,000 －4002無法

塗１
福岡県小郡市大崎１０１１－２〒838-0127

明吉　浩之105290

TEL 0947-44-4826

（株）Ｊ．Ｂ 5,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川市白鳥町２１０４－１６〒825-0003

谷内　真一105293

TEL 0948-22-8066

優和技建（株） 5,000 －4010有法

土１舗１
福岡県飯塚市平恒３９０－９〒820-0073

千々和　健二105294

TEL 0948-43-4400

（株）佐藤建設 10,000 －4010無法

土１と１石１鋼１筋１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市椋本６６－１〒820-0077

佐藤　慶一105295

TEL 092-712-7124

ビーツ内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市中央区天神５－１０－１　ＮＹＢＦビル３Ｆ〒810-0001

中村　俊之105297

TEL 092-291-0063

石村工務店（株） 20,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区下呉服町５－２１〒812-0034

石村　斉105298

TEL 092-873-4095

（株）マインド 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市城南区七隈５－８－１１〒814-0133

小川　学105299

TEL 092-621-5635

月山ネオン（株） 10,000 －4001有法

電１鋼１
福岡県福岡市東区松島６－７－８〒813-0062

高橋　勲105300

TEL 0942-27-7448

（株）藤建 5,000 －4002無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市荒木町下荒木１４４３－３〒830-0066

藤島　一敏105302

TEL 0947-26-2429

（株）安方工務店 5,000 －4009有法

土１建１と１解１
福岡県田川郡糸田町１２８８－１〒822-1300

安方　一實105303



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

982頁

福岡県
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TEL 093-932-1012

（有）北良通信システム 3,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉北区片野４－２０－１４－１１０１〒802-0064

中瀬　良樹105304

TEL 0944-72-3865

田中建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市西浜武１３５２－１〒832-0081

田中　明徳105305

TEL 0940-37-3636

（有）カスタムハウジング宗像 3,000 －4008有法

建１
福岡県宗像市野坂２６７２〒811-3423

藤原　孝一105306

TEL 093-791-7790

（株）ナオト 1,500 －4008無法

土１
福岡県北九州市若松区今光１－８－６〒808-0071

田代　直人105307

TEL 093-941-6058

ナガオ企画設計 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘２－１－４２霧ヶ丘ビル１Ｆ〒802-0052

長尾　祐司105308

TEL 093-291-5670

（株）金城工業 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津２１６０－６〒811-4341

金城　正末105310

TEL 093-592-0343

（有）ウイング 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区井掘３－７－３〒803-0835

深川　健一105311

TEL 093-322-1010

（有）エイシン産業 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区東本町２－３－１９〒801-0851

内田　英伸105312

TEL 092-692-8706

（株）アルファ 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区香椎駅前３－１９－１３〒813-0013

中川　由美105314

TEL 092-805-5222

（株）松栄 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原２６６－１〒819-0163

松隈　栄次105315

TEL 092-292-3462

Ｚ－ＴＡＫＥ（株） 40,000 －4001無法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市東区多の津４－１１－１〒813-0034

前田　健105316

TEL 092-862-9155

中央電気保全（株） 1,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市早良区飯倉６－３５－２６〒814-0161

倉本　拓邦105317

TEL 092-865-8077

橋本工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市城南区梅林５－９－１５〒814-0144

橋本　和功105319
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福岡県
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TEL 092-928-6689

永田建設 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字吉木１４７３－３〒818-0004

永田　泰憲105321

TEL 092-582-8547

山川技建 －4001無個

土１
福岡県福岡市南区警弥郷３－３８－２２〒811-1324

山川　正105322

TEL 0942-47-0462

三貴松建設（株） 5,000 －4002無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県久留米市善導寺町木塚１３３２－３〒839-0822

小屋松　義昭105323

TEL 0942-62-1212

（株）マサキ建設工業 5,000 －4002無法

土１と１舗１し１水１
福岡県久留米市城島町下青木４６６－１〒830-0225

日吉　洋介105324

TEL 0942-64-9527

森山工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市上津町１７４８－２〒830-0052

森山　洋孝105325

TEL 092-863-1181

九州エネテック（株） 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市早良区飯倉５－２１－１１〒814-0161

吉留　稔105326

TEL 093-965-1430

（有）水建 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉南区蒲生４－２－９〒802-0978

金子　篤士105327

TEL 0948-22-8816

（株）ナガミツ商会 10,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市大日寺３９７〒820-0046

青柳　利樹105328

TEL 092-661-1126

（有）青柳住宅設備機器 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２－８－３３〒813-0003

田代　久貴105330

TEL 092-558-7700

（株）エスケー 6,000 －4011無法

大１屋１タ１内１具１
福岡県大野城市川久保１－１６－２０〒816-0905

酒匂　勉105331

TEL 092-606-6035

（株）和白設備工業 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市東区三苫１－１２－３８〒811-0201

中村　耕一郎105332

TEL 0944-88-3417

ユタカ建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字萩島３９１－１〒831-0027

池松　豊105333

TEL 0942-78-2351

江上断熱工事（有） 10,000 －4002無法

絶１
福岡県久留米市北野町高良１７８１－３〒830-1114

江上　勇105334



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

984頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-22-3603

中村造園 －4002無個

園１
福岡県久留米市藤光町１８４〒830-0054

中村　勉也105335

TEL 0944-86-3908

龍工務店 －4003無個

建１
福岡県大川市大字一木７３０－２〒831-0034

龍　昭則105336

TEL 0942-27-9586

山下建築 －4007無個

建１
福岡県筑後市徳久１２７－１０〒833-0004

山下　浩太郎105340

TEL 0942-48-1686

（有）矢ヶ部板金工業所 5,000 －4002無法

屋１板１
福岡県久留米市荒木町荒木８４７－２〒830-0063

矢ヶ部　清治105341

TEL 092-672-3405

ミツヤ建設工業（株） 5,000 －4001無法

土１と１水１解１
福岡県福岡市東区若宮２－１６－３３〒813-0036

金丸　富士美105343

TEL 092-862-4513

（株）ムラシタ建装 5,000 －4001無法

左１塗１防１
福岡県福岡市早良区野芥４－１４－１〒814-0171

村下　吉忠105344

TEL 092-725-1343

（株）羽野組 20,000 －4001有法

土２建２と２石２鋼２舗２水２解２
福岡県福岡市中央区天神３－１１－２２〒810-0001

羽野　哲彦105346

TEL 092-861-7130

大鶴シール －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区千隈５－１５－２５〒814-0163

大鶴　豊105347

TEL 092-883-1317

アスコンカッター －4001無個

と１
福岡県福岡市西区拾六町４－２４－２６〒819-0041

深川　孝二105349

TEL 093-642-6266

（株）明建 3,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市八幡西区築地町２０－２５〒806-0001

益吉　由美子105350

TEL 0942-53-2028

（株）みなと通信 5,000 －4007有法

通１
福岡県筑後市大字前津１７３９－６〒833-0002

湊崎　裕次105352

TEL 0943-32-1882

（株）田中不動産 30,000 －4007有法

建１
福岡県八女郡広川町大字新代９４７－１２〒834-0115

田中　秀保105354

TEL 0947-46-2003

宮本内装 －4009無個

内１
福岡県田川市宮尾町１０－７〒826-0027

宮本　朋憲105356
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TEL 0940-43-4850

一宮工業（株） 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県福津市本木１５２１－１〒811-3203

一宮　正義105357

TEL 093-771-6568

（株）勝九 5,000 －4008無法

と１筋１
福岡県北九州市若松区古前２－４－９〒808-0062

工藤　裕二105358

TEL 093-603-1125

（株）大野 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区本城東４－５－３８〒807-0815

大野　仁105359

TEL 092-581-2136

（株）山本配管工業所 9,000 －4011無法

管１水１
福岡県大野城市山田１－９－２〒816-0922

山本　優治105360

TEL 092-558-8770

（株）リアライズ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区金の隈１－３１－３２〒812-0863

西野　孝親105361

TEL 092-952-3359

小野内装 －4011無個

内１
福岡県那珂川市片縄西２－４－２１〒811-1202

小野　哲夫105362

TEL 092-812-6685

岩松造園（株） 2,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市西区野方５－６０－２〒819-0043

岩松　健三郎105364

TEL 092-739-7245

（株）九州総搬 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市中央区港２－３－１３〒810-0075

多賀　良介105366

TEL 092-986-2951

（株）システムカンパニー 3,000 －4001無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区横手南町２４－２２〒811-1312

土井　豪揮105369

TEL 092-621-1395

（株）大東和 30,000 －4001無法

土２と２解２
福岡県福岡市東区松島１－１－２９〒812-0062

大松　樹美江105370

TEL 093-332-3285

（有）仁徳海運 7,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市門司区小森江１－２－９〒800-0007

中川　哲司105374

TEL 092-324-0262

アサヒ商事（株） 10,000 －4001有法

土１と１
福岡県糸島市飯原８８－４〒819-1152

旭　環治105376

TEL 092-924-4860

環境筑紫（株） 13,000 －4011有法

土１大１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県筑紫野市二日市北５－７－１０〒818-0056

田中　智美105377



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

986頁

福岡県
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TEL 092-953-0641

（株）脇山基礎産業 10,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市松木４－７－８〒811-1251

脇山　英敏105378

TEL 0942-44-5751

（株）芙蓉建設 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市青峰２－２７－１３〒839-0853

林　修平105381

TEL 0943-23-3804

しのはら工房 －4007無個

建１
福岡県八女市高塚３１７－１６〒834-0034

篠　　浩敏105384

TEL 0944-74-5387

（株）日本パイル 3,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市三橋町柳河２４１〒832-0806

近藤　ひとみ105386

TEL 0942-26-5186

森本電設工業 －4002無個

電１
福岡県久留米市荒木町白口２５０４－１〒830-0062

森本　靖博105387

TEL 0942-72-1503

（有）武藤設備 800 －4002無法

管１
福岡県小郡市小郡７６９－２５〒838-0141

武藤　雅之105388

TEL 092-503-0801

（株）信和 10,000 －4011無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１通１水１解１
福岡県大野城市仲畑２－１５－２２〒816-0921

堤　信太朗105389

TEL 093-223-4455

（株）テックイン 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１２２２〒807-0133

土生　修治105394

TEL 093-931-0149

シーリングデンデン －4008無個

防１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町４－１６－２５〒800-0256

宮田　和博105395

TEL 093-383-7234

（株）ハウステップ 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉南区津田４－８－６〒800-0242

浅原　和廣105397

TEL 093-513-5055

（株）東菱プラントサービス 7,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉北区中島１－１－１〒802-0076

森　豊実105400

TEL 092-521-9260

（有）フェイス 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区白金１－９－１０〒810-0012

木本　勝裕105404

TEL 0942-37-8708

（株）友我 5,000 －4002有法

土１と１解１
福岡県久留米市長門石１－１３－１〒830-0027

緒方　幸男105406
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TEL 093-967-3150

（有）石田建工 3,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－７－７〒802-0804

石田　敬太105407

TEL 092-938-9500

ヤマト機販（株） 10,000 －4001有法

管１鋼１機１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈字井尻１７９－７〒811-2301

田代　和宏105408

TEL 093-962-3844

（有）山博建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－４－３〒802-0821

山内　博文105410

TEL 0946-52-0950

テクニカル田中電設（株） 1,000 －4006有法

通１
福岡県朝倉市古毛１３８２－１〒838-1307

田中　弘文105412

TEL 0930-52-0749

吉久建設 －4005無個

土１舗１水１
福岡県築上郡築上町大字上別府３０６－１〒829-0105

吉元　一成105413

TEL 0948-25-1563

（株）豊熱 21,000 －4010無法

管２絶１
福岡県飯塚市大日寺１４９４－６〒820-0046

豊永　崇雅105415

TEL 0949-32-0771

タバタホ－ム －4004無個

建１
福岡県宮若市宮田１１７２〒823-0011

田畑　勇治105416

TEL 093-641-3131

龍和産業（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１電１タ１鋼１機１解１
福岡県北九州市八幡西区舟町７－１０〒806-0005

長谷川　文雄105418

TEL 092-589-6939

（株）禅建築所 8,350 －4001無法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県福岡市南区井尻二丁目１５番５号〒811-1302

村上　智徳105419

TEL 092-405-9177

（株）フォー・Ｒａｍｅ 30,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区多の津４－５－１２〒813-0034

森本　宜龍105421

TEL 092-558-0110

（有）博多総建 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市博多区諸岡４－２－２５－２Ｆ〒812-0894

田中　誠105424

TEL 0947-44-5240

エスエスファクトリー －4009無個

鋼１
福岡県田川市夏吉４００３－１〒825-0004

篠原　修一105425

TEL 093-321-2241

和生産業（株） 10,000 －4008有法

土１と１管１鋼１機１水１
福岡県北九州市門司区風師３－６－１８〒801-0801

新井　宰賢105426
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TEL 093-541-1860

（株）タウン・リフォームセンター 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区中津口１－６－４－１〒802-0018

廣瀬　建策105428

TEL 093-612-8372

（株）セイコー木材 20,000 －4008有法

建２
福岡県北九州市八幡西区上上津役５－１２－７〒807-0072

藤井　正浩105429

TEL 0942-44-7622

（株）メンテクノ設計事務所 3,000 －4002有法

機１
福岡県久留米市東合川８－７－３６〒839-0809

川﨑　秀二105431

TEL 092-413-5791

（株）富士冷機 8,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市博多区半道橋１－１４－３０〒812-0897

亀井　智彦105432

TEL 092-503-5615

（有）ウイスケ・ベサ 3,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市博多区東月隈１－１２－３－２〒812-0854

辻　弘之105434

TEL 092-801-7865

武田総合ライフプラン（株） 500 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区南片江２－６－４〒814-0143

武田　康敬105435

TEL 093-221-5595

（有）小坂洋瓦店 8,000 －4008無法

屋１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１２３８－２〒807-0133

種田　弘太郎105438

TEL 0943-22-3340

加藤工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市平田１５５－１〒834-0003

加藤　輝彦105439

TEL 0942-80-3150

アット工房 －4002無個

建１
福岡県久留米市荒木町荒木１５４７－５〒830-0063

安達　敏宏105440

TEL 0943-22-8381

宅間建設 －4007無個

建１
福岡県八女市宅間田１１－１〒834-0001

井手　國博105441

TEL 093-883-7878

（株）ミナト 1,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区大平台２７－７〒807-0084

入江　誠105444

TEL 093-751-0347

（有）ＫＳＳ 3,000 －4008無法

土１建１管１鋼１内１絶１
福岡県北九州市若松区桜町２１－８〒808-0026

藤田　聡105445

TEL 092-724-8633

（株）アイランド 60,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市中央区舞鶴２－７－３〒810-0073

亀頭　隆行105446
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TEL 092-926-1487

長谷尾建設 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字山家６５８－１〒818-0003

長谷尾　積105449

TEL 0942-55-3650

（株）太陽インフラテック九州 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市善導寺町飯田８６２－３〒839-0824

廣重　弘樹105452

TEL 0942-33-6161

（株）大浦商店 10,000 －4002有法

機１
福岡県久留米市梅満町字前部１５９６－１〒830-0048

大浦　雄介105453

TEL 0942-52-3024

（株）ツカサホーム 9,000 －4007有法

建１
福岡県筑後市大字長浜２３５１－１〒833-0005

芳司　重則105454

TEL 093-244-8420

倉エンジ －4008無個

管１機１
福岡県中間市岩瀬西町３６－５〒809-0041

倉原　猛俊105455

TEL 092-552-0818

（株）明日家ホーム 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市南区玉川町１８－１０〒815-0037

岩﨑　崇史105456

TEL 092-935-1391

宝ガス（株） 10,000 －4001有法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石７２番地３５９〒811-2221

荒川　弘貴105458

TEL 092-406-5544

（株）アライアンス 30,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市中央区舞鶴２－８－１５〒810-0073

中垣　昌康105459

TEL 092-526-7785

大宝電気（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区大楠１－２７－２６〒815-0082

橋口　幸雄105461

TEL 093-571-5431

トーヨーケミカル（株） 30,000 －4008有法

土２と２舗２機２
福岡県北九州市小倉北区井掘３－７－２８〒803-0835

井上　修久105463

TEL 093-751-0338

（株）玄海 15,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区北浜２－４－８〒808-0023

梶原　康弘105464

TEL 093-581-9055

国土企画調査（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区竪町１－２－３０〒803-0818

黒木　敏文105465

TEL 0943-80-4075

小河建築 －4002無個

建１
福岡県うきは市浮羽町浮羽５９９－２１〒839-1402

小河　俊彦105466
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TEL 092-710-1577

デイリーサポート（株） 1,000 －4011無法

土１建１と１内１園１
福岡県那珂川市大字山田２４２－１〒811-1244

西島　敏雄105467

TEL 0947-22-4339

（有）朝部総建 7,000 －4009有法

土１建１管１園１
福岡県田川郡福智町伊方１９５１－３〒822-1211

香月　正美105468

TEL 0942-77-0687

（有）井上住設工業 3,000 －4002無法

管１
福岡県三井郡大刀洗町大字冨多７８８－４〒830-1201

田中　美喜夫105469

TEL 0942-43-5280

佐々木工業 －4002無個

防１
福岡県久留米市高良内町１０５７－５〒839-0852

佐々木　龍雄105470

TEL 093-602-3437

（株）本城設備 3,000 －4008無法

管１消１
福岡県北九州市八幡西区本城３－１４－２１〒807-0801

井上　真一105473

TEL 093-617-5266

（株）キョウショウ 5,000 －4008有法

大１左１屋１板１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区香月西３－１２－１〒807-1103

山下　祐亮105474

TEL 093-383-0552

（株）Ｉ．Ｃ．Ｉ． 7,000 －4008無法

建１屋１塗１防１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南２－２０－１６〒807-1143

出光　暢彦105475

TEL 092-410-8558

（株）デザインネットワークアソシエイツ 1,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市久保１２５４－１３〒811-3115

村山　陽子105476

TEL 092-624-3707

カネコ企画 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区馬出６－１４－１２－５０２〒812-0054

金子　英樹105479

TEL 092-555-7107

野口設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区鶴田４－３４－１２〒811-1532

野口　信彰105481

TEL 0942-48-7878

（株）建楽 5,000 －4002無法

建１大１と１屋１タ１鋼１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県久留米市山川安居野３－３－３〒839-0812

若林　由美105482

TEL 0942-22-4755

瑞祥ナカヤマ －4002無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県久留米市国分町８７６－９〒839-0863

中山　誠一105483

TEL 0946-52-2141

森部建設（株） 22,000 －4006無法

土２建１と２舗２園１水２解２
福岡県朝倉市長渕６１８〒838-1314

森部　晶伸105488
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TEL 092-834-7941

（株）アクティヴ 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２電２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市早良区南庄３－１３－１８〒814-0031

島本　洋平105490

TEL 092-662-5966

（有）清晃電業社 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区松崎２－１４－６〒813-0035

阿南　清志105491

TEL 092-801-0515

（有）オー・エヌ・シー 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市城南区片江３－１１－５－１０５〒814-0142

岡村　悠矢105492

TEL 0942-42-3280

（有）加賀山瑞穂工業 3,000 －4007無法

塗１防１
福岡県筑後市大字和泉２４６－１７〒833-0041

加賀山　佳人105493

TEL 0948-23-1193

（株）伊藤内装 3,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市潤野１３４－２〒820-0021

伊藤　斉105495

TEL 093-621-3331

（有）岡本商事 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区黒崎１－６－１３〒806-0021

岡本　拓105497

TEL 093-591-0951

北九州デリバリーサービス（株） 6,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区日明２－３－２０〒803-0831

松下　昌生105500

TEL 092-807-5059

山田瓦 －4001無個

屋１
福岡県福岡市西区大字田尻２３５６－１〒819-0383

山田　善孝105501

TEL 092-405-1813

建築工房ゼロ（株） 3,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市東区下原１－１３－２〒813-0002

森山　道也105502

TEL 092-811-4010

（株）トータテ都市開発九州 100,000 －4001有法

建２
福岡県福岡市西区室見が丘２－４－７〒819-0030

川西　亮平105506

TEL 092-283-6265

（株）光和 1,000 －4001有法

と１機１
福岡県福岡市博多区石城町２０－７〒812-0032

石橋　和光105507

TEL 0944-52-1430

山﨑工業（株） 3,000 －4003無法

土１と１舗１水１
福岡県大牟田市大字歴木８４３〒837-0924

山﨑　哲治105509

TEL 0930-42-0672

（株）カミジョウ 5,000 －4005無法

電１
福岡県京都郡みやこ町犀川崎山８３４－３〒824-0224

上城　直之105512
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TEL 093-651-0162

伊藤工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡東区石坪町２－１８〒805-0021

伊藤　正博105514

TEL 092-710-1800

（株）スライブ 2,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区長丘４－５－９〒815-0075

島　徹105516

TEL 092-327-1070

（有）富士計装 5,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市志摩馬場４６－１４〒819-1305

右田　浩二105519

TEL 0948-22-3625

（株）ＫＹＯＷＡ 10,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市潤野１４５－２４〒820-0021

梶田　陽一105520

TEL 092-571-1512

藪田工務店 －4011無個

建１内１
福岡県春日市岡本５－９４〒816-0861

藪田　春男105522

TEL 092-938-1700

重設工業（株） 3,000 －4001無法

と１鋼１
福岡県糟屋郡粕屋町戸原７４６－８〒811-2312

辰野　孝志105524

TEL 0930-55-0366

（株）八尋メンテナンスサービス 10,000 －4005無法

機１
福岡県行橋市大字沓尾４８２－１２〒824-0013

八尋　政徳105525

TEL 092-555-3476

金子造園 －4011有個

園１
福岡県筑紫野市大字吉木９０８－２〒818-0004

金子　日出男105527

TEL 092-921-4433

（株）斉藤造園 6,000 －4011有法

土１園１
福岡県太宰府市大字北谷５１９－１〒818-0114

齋藤　栄策105528

TEL 0944-87-5567

和喜工業 －4003無個

土１左１と１石１
福岡県大川市大字下木佐木４９２－１〒831-0022

江口　利勝105529

TEL 0942-45-2447

（有）フィールドプロジェクト 3,000 －4002無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
福岡県久留米市東合川新町１１－１６〒839-0808

堀江　忠利105530

TEL 0944-74-8501

（株）コウケン 9,000 －4003有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市蒲生１１４０－３〒832-0001

中村　幸秀105531

TEL 092-804-7019

（有）ヒーローＴＥＣ 3,000 －4001無法

板１塗１防１
福岡県福岡市早良区大字脇山１６９４－３〒811-1111

飯笹　浩幸105533
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TEL 093-663-4554

室内装飾甲斐商店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区陣山３－９－１１〒806-0012

甲斐　智一郎105534

TEL 092-482-1201

（株）Ｎスタジオ 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－２０－１５〒812-0011

野田　雄一105537

TEL 092-976-3911

（有）福岡環境保全 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県糟屋郡久山町大字久原２２４１－２〒811-2501

上岡　光一105539

TEL 092-985-3062

（株）眞健コーポレーション 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区多の津４－２－３３〒813-0034

谷口　新治105540

TEL 0942-52-7607

大工の中島 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字久富１７７３－１〒833-0056

中島　重章105542

TEL 0944-67-2160

吉見建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市山川町立山２１６－１〒835-0101

吉見　満105543

TEL 0942-27-6202

（株）光栄建設 8,000 －4002有法

土１建１と１屋１鋼１舗１塗１防１内１具１
福岡県久留米市御井町１７３６－１〒839-0851

田中　崇浩105545

TEL 0944-86-3905

（有）アイエム 3,000 －4003有法

内１具１
福岡県大川市大字小保１９－１〒831-0041

石橋　亮一105546

TEL 0948-42-1153

（株）一広産業 100 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県嘉麻市稲築才田２２１－４〒820-0204

角田　義輝105549

TEL 092-566-7696

木村工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区野多目４－１６－７〒811-1347

木村　信幸105551

TEL 092-558-5231

（株）五大設備 10,000 －4011有法

土１建１と１電１管１舗１内１水１
福岡県大野城市下大利１－１７－６〒816-0952

矢野　真子105556

TEL 093-222-2362

（株）平田工業 2,000 －4008無法

土１と１管１鋼１機１
福岡県遠賀郡芦屋町高浜町１５－１３〒807-0122

平田　博幸105559

TEL 092-586-8022

（株）ＹＫ開発 1,000 －4001無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区浦田２－２－１９アネックスけやき台１－２０１〒812-0861

下林　勇一105560
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TEL 0947-82-0053

（有）小川商事 3,000 －4009有法

内１
福岡県田川郡添田町大字添田２００１〒824-0602

小川　靖弘105563

TEL 092-586-5216

（株）エム・アール・イー 30,000 －4011無法

土１建２大２と２屋２タ２鋼２舗１塗２防２内２
福岡県大野城市上大利３－２－３３－１０１〒816-0955

若松　栄吉105564

TEL 092-501-3400

（有）ヒラヤマ工業 3,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市南区警弥郷２－１８－１２〒811-1324

平山　敬治105565

TEL 0942-78-4188

（有）佐田プロパン住宅設備 5,000 －4002無法

管１水１
福岡県久留米市北野町今山４３６－１〒830-1122

佐田　文夫105566

TEL 0944-76-2744

近藤土木 －4003無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾２１４－３〒839-0253

近藤　一也105567

TEL 0942-27-5557

（株）西日本仮設リース 10,000 －4002無法

と１解１
福岡県久留米市山本町豊田１３４－３〒839-0827

三島　健一105568

TEL 0942-26-7111

（株）福井設備 5,000 －4002無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市荒木町下荒木５４１－１〒830-0066

福井　久人105569

TEL 0942-23-6020

（株）ユーロトランス 3,000 －4002有法

と１解１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１９３８－２〒830-1221

江崎　洋一105570

TEL 092-861-6263

有岡ホーム －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区野芥６－３７－５〒814-0171

有岡　剛105573

TEL 092-588-0881

（株）エフテック技研 10,000 －4011無法

管１機１
福岡県大野城市仲畑１－２２－１６〒816-0921

長谷川　裕一105574

TEL 092-737-2299

（株）アース・メイク 3,100 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区薬院２－３－１０〒810-0022

麻生　法晴105575

TEL 092-212-4010

（株）ニシムラ 20,000 －4001無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市南区柏原４－２７－５〒811-1353

西村　明雄105577

TEL 092-582-3747

福岡総建（株） 5,000 －4011有法

と１鋼１
福岡県大野城市仲畑３－８－１１〒816-0921

伊藤　政勝105578
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TEL 092-986-4834

コウノテック（株） 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区東那珂２－１０－３０－３１０〒812-0892

河野　賢一105579

TEL 092-986-2229

（株）ダイナル 10,000 －4011無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県太宰府市吉松２－１－１〒818-0138

安永　孝博105582

TEL 092-481-0382

（有）ＭＯＭＯデザイン 3,000 －4001無法

大１管１内１
福岡県福岡市博多区那珂５－７－１０〒812-0893

福田　幸彦105583

TEL 0949-52-2554

松尾建設 －4004無個

建１
福岡県宮若市山口３７０５〒822-0153

松尾　一秋105584

TEL 093-647-1090

（株）グリーンアース －4008無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－７－２３〒807-1145

山田　高徳105585

TEL 093-601-2511

ユーキ産業（株） 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯１－３１－８〒807-0876

山田　時一105587

TEL 0944-74-4137

（株）大橋建設 21,000 －4003有法

土１建２大２と２鋼２舗１塗２水１
福岡県柳川市三橋町白鳥４７０－１〒832-0815

大橋　敏則105589

TEL 0942-65-0155

古賀建装 －4002無個

タ１内１絶１
福岡県久留米市三潴町玉満１５６６－１０〒830-0112

古賀　由幸105590

TEL 0943-37-0183

園原建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町田形１７５－２〒834-0071

園原　史啓105591

TEL 0940-36-8658

（有）三共建設 10,000 －4008有法

土１と１舗１
福岡県宗像市三郎丸２－２－７〒811-4143

金石　竜夫105593

TEL 0947-82-0011

佐々木工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡添田町大字中元寺８９６－１〒824-0603

佐々木　貴智105594

TEL 092-883-7669

（株）サン・アルファ・システム 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区拾六町２－１７－１〒819-0041

中澤　憲三105598

TEL 092-662-4522

八媛造園 －4001有個

土１園１
福岡県福岡市東区水谷２－２－２７〒813-0041

小川　真一105599
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TEL 092-935-5151

アンフィニ・エイト（株） 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡須恵町須恵３２７－７〒811-2113

坂元　満105600

TEL 0979-83-3991

（株）大森塗装 1,000 －4005無法

塗１防１
福岡県豊前市大字高田４９９－２〒828-0046

大森　和教105601

TEL 092-928-6586

（株）彩美デザイン 10,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市二日市北１－８－１－１０２〒818-0056

安陪　一彦105602

TEL 092-292-3058

（株）ＩＤＥＳ 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区中洲３－７－２４〒810-0801

井手　好昭105603

TEL 0942-73-1705

昭進産業（株） 12,000 －4002有法

と１
福岡県小郡市山隈１９１－２〒838-0113

田篭　貞昭105604

TEL 0944-52-2528

（有）坂口建装 3,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大字吉野８８９－３〒837-0904

坂口　克矢105605

TEL 092-836-5516

（有）ノーサイド 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－２８－１６〒814-0165

髙園　恒明105606

TEL 092-882-3188

（株）ワコー 95,000 －4001有法

土１建１管１水１
福岡県福岡市西区姪浜駅南４－１２－１２〒819-0006

吉原　知宏105607

TEL 092-937-3142

後藤設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡志免町別府西３－１４－１－１００７〒811-2232

後藤　仁105608

TEL 092-565-4255

アイアンテック －4001無個

管１
福岡県福岡市南区鶴田４－１６－１〒811-1352

糸瀬　喜晴105609

TEL 092-933-6437

幸栄緑化建設 －4001無個

園１
福岡県糟屋郡宇美町原田４－１７－３〒811-2132

緒方　美津枝105610

TEL 092-834-8573

（株）中尾工業 2,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市城南区神松寺１－２３－４４〒814-0121

中尾　洋介105611

TEL 092-586-6613

ＰＬＵＳ．Ｎ（株） 3,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市川久保２－１５－１２〒816-0905

楢﨑　崇人105612
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TEL 092-327-3154

（株）中央土木 5,000 －4001無法

土１水１解１
福岡県糸島市志摩津和崎１５０〒819-1311

冨田　夕起子105615

TEL 092-576-9623

弘栄電設（株） 100 －4011無法

電１
福岡県大野城市若草２－２８－１０〒816-0981

鈴木　武夫105616

TEL 093-617-3807

藤髙組 －4008有個

土１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西３－５－６〒807-1145

藤髙　新一105617

TEL 092-558-7472

トヨダ塗装 －4011無個

塗１
福岡県春日市紅葉ケ丘西１－８５－１０５〒816-0832

豊田　誠105619

TEL 092-938-2439

ナカノコーム －4001有個

建１
福岡県糟屋郡粕屋町原町１－２－１０〒811-2307

中野　文敏105623

TEL 092-555-7746

みなみ道路工業（株） 3,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区長住１－１－４６－３〒811-1362

下條　淳105624

TEL 0948-72-5050

（株）雅工務店 5,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市大分１４７８－１〒820-0712

林　雅也105625

TEL 0940-43-7997

福間土木（同） 5,500 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福津市中央２－２－２３〒811-3217

山田　勝博105627

TEL 0949-52-1837

ムラカミ総建（株） 6,000 －4004無法

土１と１舗１
福岡県宮若市金生２５７６－４〒822-0113

村上　勝也105628

TEL 0946-42-4670

エアーラック（株） 500 －4006無法

管１板１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈５７１－４〒838-0215

山口　繁行105629

TEL 0943-72-3383

（株）横ｍｉｘ 2,000 －4002無法

園１
福岡県久留米市田主丸町豊城１７７３－９〒839-1234

横溝　泰士105631

TEL 092-611-0011

（株）アイテル 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市東区松島５－１５－６〒813-0062

深田　秀之105632

TEL 092-611-5141

九州石油ガス（株） 40,000 －4001有法

電１管１
福岡県糟屋郡粕屋町仲原字釡屋２７５８〒811-2304

笠原　哲105633
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TEL 092-834-6941

（株）コムテック 5,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市城南区別府３－９－１６－１０１〒814-0104

福原　伸吉105634

TEL 092-212-3738

（有）ＫＨハウス 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区南片江６－１０－１－１０１〒814-0143

平河　和也105635

TEL 092-404-0816

（株）シーズグロウ 3,000 －4001有法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県福岡市南区桧原６－４－２２〒811-1355

小関　覚105637

TEL 092-865-0057

城南土木（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市城南区片江３－２０－２７〒814-0142

島居　正吾105638

TEL 092-573-7862

山道工務店 －4011無個

建１
福岡県春日市白水ヶ丘５－１８〒816-0845

山道　研二郎105639

TEL 092-564-3556

（株）ＴＡＩＳＥＩ．ｇｕ凛 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市南区鶴田１－３－４〒811-1352

深川　典保105640

TEL 092-409-8996

（株）共和総合仮設 4,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市博多区西月隈３－４－３〒814-0857

前村　和宏105642

TEL 092-631-2652

箱崎プラント工業（株） 10,000 －4001有法

土１電１管１塗１機１水１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１０－２〒812-0051

野村　健志105643

TEL 093-967-7526

（株）プランテック 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１機１具１水１
福岡県北九州市八幡東区中央１－５－１０〒805-0019

福本　和弘105644

TEL 0948-92-5500

中西建設 －4010無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県飯塚市口原１６７６〒820-1114

中西　純雄105646

TEL 092-405-0081

（株）岩下工業 8,880 －4001無法

鋼１板１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野２５８－５〒811-2104

岩下　信三105649

TEL 092-607-5823

（株）志賀電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区雁の巣２－１５－４０〒811-0206

上野　正行105650

TEL 092-865-2164

東興電気工業（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区野芥７－３６－１４〒814-0171

園田　宏幸105651
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TEL 092-503-1123

（株）マルキ 30,000 －4011無法

機１
福岡県大野城市御笠川５－１０－１０〒816-0912

　原　愼吾105653

TEL 092-566-2361

クマ創工務店 －4001無個

建１大１内１
福岡県福岡市南区野多目２－２４－１５〒811-1347

大隈　道明105654

TEL 0944-87-8863

ダコタ・マアク（有） 3,000 －4003無法

建１
福岡県大川市大字道海島４９２〒831-0007

諸富　一幸105655

TEL 092-928-6089

（株）ＢＡＢＡ商店 5,000 －4011有法

内１
福岡県筑紫野市天拝坂６－４－１９〒818-0053

馬場　朗105656

TEL 093-701-8762

大志建設（株） 5,000 －4008無法

と１
福岡県中間市中鶴４－２０－１５〒809-0037

小松　高志105657

TEL 093-321-1119

（株）シュウエンジニアリング 5,500 －4008無法

管１
福岡県北九州市門司区大久保２－２－１２－１〒801-0883

上野　州右105659

TEL 0942-78-2925

稲吉建設 －4002有個

建１大１
福岡県久留米市北野町石崎１６６－３〒830-1116

稲吉　勝義105661

TEL 0943-32-6511

井上建設 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字広川２８７－４９〒834-0121

井上　清和105663

TEL 092-791-9880

アイコムズ（株） 20,000 －4001有法

建２内２
福岡県福岡市中央区白金１－５－２２〒810-0012

植木　理美105665

TEL 092-559-1280

ＺＩＰＳ　ｃｒｅａｔｅ（株） 10,000 －4001有法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県福岡市南区長丘１－３－１８サンライズ長丘１０２号〒815-0075

平島　修105666

TEL 0948-24-7008

（株）コウエイ技建 10,000 －4010無法

塗１防１
福岡県飯塚市川島６０７－１〒820-0002

木本　誠105668

TEL 0947-32-2245

（株）オオバ 5,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡香春町大字中津原２３４０－４〒822-1405

大場　福美105670

TEL 0940-32-6197

Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株） 5,000 －4008有法

土１園１
福岡県宗像市曲１５９２－１〒811-3413

宮崎　昌也105672
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TEL 092-834-3300

エージェイエフ（有） 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区脇山１－２－１４〒811-1111

小畑　和彦105674

TEL 092-474-6655

東通西日本（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区東光２－１－１３〒812-0008

石谷　博105676

TEL 0940-36-9763

（株）くりんか 40,000 －4008無法

土２と２舗２園２
福岡県宗像市東郷２－６－７〒811-3436

楳木　忠秋105679

TEL 092-871-0796

インテリア田島 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区飯倉４－２８－３２〒814-0161

田島　克巳105683

TEL 092-542-5225

永尾組 －4001無個

土１と１舗１
福岡県福岡市南区三宅３－３３－２０－３０１〒811-1344

永尾　真治105684

TEL 092-940-4550

（株）システムＫテック 10,000 －4001有法

管１機１
福岡県古賀市小竹１－２〒811-3135

渡　幹夫105685

TEL 0948-25-2933

（有）大平通信工業 3,000 －4010無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１通１水１
福岡県飯塚市枝国５６１〒820-0081

平山　正輝105687

TEL 093-613-0475

（株）久積工務店 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町１－１５－１１〒807-0842

久積　靖之105688

TEL 0948-42-5628

竹田工業 －4010無個

防１
福岡県嘉麻市口春５５９－６〒820-0207

竹田　哲哉105690

TEL 093-282-9698

岡嶋老松園 －4008無個

園１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津１－１０－１１〒811-4231

岡嶋　正勝105695

TEL 092-596-4900

鍵匠 －4011無個

具１
福岡県大野城市平野台１－１７－１２〒816-1234

矢野　大地105699

TEL 092-935-5711

實﨑ウィード・プリベント －4001無個

園１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木５８０－４〒811-2112

實﨑　善友105701

TEL 0942-77-2754

（株）九軌 20,000 －4002有法

と１
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷字日岸手１４８－１１〒830-1211

大西　誉郎105703
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TEL 0942-43-7121

（株）安建 5,000 －4002無法

建１大１塗１防１内１
福岡県久留米市高良内町４１０－２〒839-0852

安松　幹徳105705

TEL 0943-32-3747

梅野工業 －4007無個

と１
福岡県八女郡広川町大字新代１３８９－５０９〒834-0115

梅野　廣文105706

TEL 0943-24-1675

江島工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市柳島１２９－２〒834-0022

江島　昇105707

TEL 093-622-5198

（株）杉建 3,000 －4008無法

解１
福岡県北九州市八幡西区穴生４－８－１２－４０３〒806-0049

杉本　悟105709

TEL 093-472-0586

（株）小倉東電設 5,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市小倉南区田原新町１－１０－２６〒800-0226

河野　章105710

TEL 092-738-3140

ＣＩＦＯ（株） 40,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区大名１－１４－４５－５Ｆ〒810-0041

玉本　哲也105714

TEL 092-834-9858

（株）海将 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区樋井川１－２１－３０〒814-0153

坂田　昌樹105715

TEL 093-771-8868

Ｗひびき（株） 8,000 －4008有法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区大字小竹３００８－９〒808-0008

笠原　道明105717

TEL 092-582-0999

ハツ防災工業（株） 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市南区五十川２－１２－８－１０７〒815-0001

初村　九十九105718

TEL 092-551-9182

（株）ユニオン 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区長住２－８－２５〒811-1362

盛島　佳秋105719

TEL 092-864-4611

（株）シンデン 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区有田５－２９－１７〒814-0033

柴田　良賢105720

TEL 092-963-1999

（株）エコプラネット 5,000 －4001無法

土１建１園１
福岡県糟屋郡新宮町三代西２－７－７〒811-0125

浦　敬樹105721

TEL 093-245-4976

渡辺工務店 －4008無個

建１
福岡県中間市中尾１－１４－１８〒809-0032

渡邊　豊三郎105724
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TEL 0940-62-0267

久田塗装店 －4008無個

塗１
福岡県福津市勝浦４８１－１〒811-3521

久田　真二105725

TEL 092-761-7405

（株）京屋 30,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市中央区薬院１－８－２０〒810-0022

堀　伸惠105727

TEL 0942-65-7713

三原防水 －4002無個

塗１防１
福岡県久留米市本町６－１６３〒830-0044

三原　力105729

TEL 0943-23-6499

佐藤建設 －4007有個

建１
福岡県八女市立花町山崎１８２９－１〒834-0081

佐藤　正勝105732

TEL 0944-86-3488

山口畳店 －4003無個

内１
福岡県大川市大字一木５２８〒831-0034

山口　財永105733

TEL 0940-42-4705

ツツミ設備 －4008無個

管１
福岡県福津市福間南２－３－７〒811-3212

堤　功二朗105734

TEL 093-475-6543

（株）雅 100 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区中吉田５－１０－４５〒800-0204

笹井　雅之105735

TEL 0940-32-1106

（株）シンテム宗像 5,000 －4008有法

電１
福岡県宗像市稲元６－７－２８〒811-3406

上﨑　眞二105737

TEL 0947-73-3426

上條土建 －4009無個

土１
福岡県田川郡川崎町大字川崎４１２６－１〒827-0003

上條　公男105738

TEL 0930-33-1500

（有）大建 8,000 －4005無法

土１と１舗１解１
福岡県京都郡みやこ町豊津１１１１－１０〒824-0121

石本　静香105739

TEL 092-691-8119

（株）ミヤモト装工 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区青葉７－１３－５〒813-0025

宮本　均105741

TEL 092-801-0747

（株）フローレス 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区田村４－１７－８〒814-0175

松田　学105742

TEL 092-591-2106

コスモレーベン（株） 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区三筑１－１１－１５〒812-0887

鎌田　俊美105744



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1003頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-596-6346

（株）誠和工業 10,000 －4011無法

左１
福岡県春日市惣利２－５４〒816-0813

大川内　博105747

TEL 0979-23-1477

高瀬設備工業 －4005無個

管１
福岡県築上郡吉富町大字別府３８４－４〒871-0823

高瀬　勇105748

TEL 092-471-7258

（株）サンテク 30,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－３－２２〒812-0011

荻野　貞明105749

TEL 092-882-9975

（株）ワイテック 5,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市西区愛宕浜２－３－１１〒819-0013

吉村　伸介105750

TEL 092-406-1306

（株）エス・エス 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市西区戸切３－３８－２７〒819-0032

山内　浩平105751

TEL 0948-21-4567

（有）エキスパート橋山 3,000 －4010有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県飯塚市伊岐須７８７－１〒820-0053

橋山　裕史105752

TEL 092-927-3434

（有）Ｔ・Ｍカンパニー 3,000 －4011有法

大１左１と１石１屋１タ１塗１防１内１
福岡県筑紫野市原田７－２－１１パインテールＨＡＲＵＤＡ２Ｆ－Ｂ〒818-0024

宮﨑　哲105753

TEL 092-588-1515

テレコールＮＥＯ（株） 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市南区横手４－１０－５〒811-1311

末吉　稔105754

TEL 093-617-0506

（株）福田業務店 3,000 －4008無法

土１建１左１と１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南３－５－９〒807-1143

福田　繁友105756

TEL 092-623-6574

（有）綿屋 500 －4001有法

管１
福岡県福岡市東区筥松４－２０－２０〒812-0061

白石　太一105757

TEL 092-535-9512

（株）ワカミヤホーム 61,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１電１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県福岡市南区若久４丁目１番２号わかみやビル〒815-0042

佐竹　勝彦105759

TEL 092-691-1544

（株）アサヒホーム 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区土井２－３３－３０〒813-0032

坂本　裕二105760

TEL 093-642-9058

エアテクノ －4008有個

管１
福岡県北九州市八幡西区青山１－７－３６〒806-0043

原　徹也105761



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1004頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-602-7229

宇都宮工務店 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区北鷹見町１０－１－６０５〒807-0834

宇都宮　満105762

TEL 092-582-0541

ＳＡＣ（株） 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区弥永２－１６－２０〒811-1323

佐藤　和徳105764

TEL 093-881-8074

（有）山梨 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－１０－３２－４０３〒704-0031

山梨　元枝105766

TEL 093-980-2225

忍組（株） 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区横代北町１－６－１１〒802-0821

早川　忍105768

TEL 092-611-3318

セイケンハウス（株） 8,880 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区青木１－２－１２〒812-0851

西田　雄三105769

TEL 092-400-8677

Ｔ－ｔｅｃ（株） 1,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市大池１－５－２９〒816-0904

浜　和裕105771

TEL 092-801-9591

（株）Ｋ’ ｓプランニング 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市城南区樋井川２－１７－７〒814-0153

神島　雅治105772

TEL 092-623-0100

（株）サンマップ 10,000 －4001有法

塗１内１
福岡県福岡市東区筥松３－２２－１５〒812-0061

松岡　佳子105773

TEL 0949-32-8339

山本畳襖店 －4004無個

内１
福岡県宮若市鶴田１８６１－６４〒823-0002

山本　省吾105774

TEL 092-593-2361

一栄工業 －4011無個

内１絶１
福岡県春日市須玖南４－５９〒816-0863

古賀　一利105775

TEL 0948-28-1389

（株）イトウ電設 1,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市鯰田２３１１－１０〒820-0001

伊藤　秀樹105776

TEL 093-474-7166

（有）アロー 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区津田新町３－１－４１〒800-0227

矢羽田　修105777

TEL 093-701-8146

（株）カミソー 3,000 －4008有法

大１
福岡県北九州市若松区大字小敷１９１－５〒808-0132

上野　賢策105778



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-882-3777

山岡建工 －4008無個

屋１
福岡県北九州市戸畑区明治町６－２０〒804-0073

山岡　浩之105779

TEL 0948-25-5585

山下設備工業 －4010無個

管１水１
福岡県飯塚市津原６５８－２４〒820-0086

山下　幸男105781

TEL 0948-62-3282

清永鉄筋 －4010有個

筋１
福岡県嘉麻市下臼井１２７０－３７〒820-0504

清永　栄治105782

TEL 093-551-8115

（株）ＫＭ興産 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区富野台１－２〒802-0033

大山　キヨ子105783

TEL 093-701-0688

（有）飯塚工業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区片山２－７－８〒808-0106

飯塚　吉博105784

TEL 093-881-1711

（株）ＥＰ・Ｃ 10 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区千防２－９－２〒804-0081

篠原　信生105785

TEL 092-738-2667

（株）ソラーレホーム 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区大名１－８－７〒810-0041

上保　純105786

TEL 092-567-9655

（株）エムワイ企画 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区桧原５－１－１３－６〒811-1355

横溝　光男105788

TEL 092-483-5850

イワタニ九州（株） 150,000 －4001有法

電１管１内１
福岡県福岡市博多区榎田２－２－３〒812-0004

山﨑　敏孝105789

TEL 092-408-1099

（株）明和総研 60,000 －4011有法

建１
福岡県那珂川市別所４３２－４〒811-1245

玉井　秀明105791

TEL 0949-54-0005

（株）進夢設備 5,000 －4004有法

管１板１
福岡県宮若市縁山畑２５３－１〒822-0124

阿部　進105792

TEL 0940-37-2232

（有）福岡タック 5,000 －4008有法

と１
福岡県宗像市久原２３２－１〒811-3437

矢原　吉房105793

TEL 0940-52-3128

（株）フジコオ 10,000 －4008有法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県福津市津屋崎８－１３－１５〒811-3304

内田　武志105794



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-473-0688

（株）リュウビ 1,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉南区曽根新田南１－５－１５〒800-0220

清田　英士105795

TEL 093-967-1563

（株）Ｋテックサービス 2,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１
福岡県北九州市小倉北区熊谷１－３－２７〒803-0864

川添　幸二105796

TEL 093-922-1123

（株）ムラコシ工業 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区熊本１－８－１〒802-0044

岩男　知明105797

TEL 0940-39-2828

（株）日本総建 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県宗像市陵厳寺１－１１－２７－３１３〒811-4145

御手洗　新一105798

TEL 093-562-7747

ＵＴ　ＥＬＥＣ（株） 5,000 －4008無法

と１電１
福岡県北九州市小倉北区今町３－１７－１〒803-0862

上原　司105799

TEL 0942-26-6996

（有）船津建材運送 4,000 －4002有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県久留米市安武町住吉１６３２〒830-0078

船津　常夫105802

TEL 0942-48-4001

（株）イズム 2,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市東合川６－２－２７〒839-0809

永澤　るみ子105803

TEL 0944-73-6799

第一エイゼン（株） 5,000 －4003無法

塗１
福岡県柳川市西浜武１１００－２〒832-0081

野口　健一郎105804

TEL 0948-29-6770

松野工務店 －4010無個

建１大１屋１内１
福岡県飯塚市相田９９６〒820-0052

松野　広之進105806

TEL 0948-72-0318

宝徳建設 －4010有個

建１
福岡県飯塚市長尾１２１１－１〒820-0701

田中　一典105807

TEL 0948-92-1830

（株）和泉工業 35,000 －4010無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２板２塗２防２内２具２水２解２
福岡県飯塚市口原１７４５－６〒820-1114

和泉　忠105808

TEL 092-582-4984

（有）染川アルミ建材 10,000 －4011有法

具１
福岡県大野城市仲畑１－３１－２０〒816-0921

染川　雄次105810

TEL 093-651-5877

昇栄機工 －4008無個

土１建１と１管１鋼１舗１機１水１
福岡県北九州市小倉北区泉台３－８－１２〒803-0842

田嶋　曻105811



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-45-8375

（株）テックアイ 10,000 －4002有法

建１管１
福岡県久留米市東合川３－３－２０〒839-0809

井上　大作105812

TEL 093-282-9476

大桑建設 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡岡垣町鍋田２－９－７〒811-4224

大　　訓喜105813

TEL 092-947-0759

安松造園建設 －4001無個

園１
福岡県糟屋郡篠栗町中央４－９－３１〒811-2417

安松　資生105814

TEL 092-933-3773

ファスニング工業 －4001無個

と１
福岡県糟屋郡宇美町平和２－６－１〒811-2101

長末　秀男105816

TEL 092-588-0116

（株）ハートサポート 10,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区光丘町３－１－５－１０１〒812-0874

行武　晴海105817

TEL 092-915-3309

オダ塗装 －4011無個

塗１
福岡県春日市東大利３丁目１６番３号〒816-0941

小田　貴105819

TEL 093-761-1579

（株）和合熔工 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区安瀬６４－１〒808-0022

和合　文男105820

TEL 0948-92-4680

（株）サンキ 10,000 －4010有法

土１と１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県飯塚市勢田３７４〒820-1111

大塚　貴明105822

TEL 0943-25-1811

（株）アプロテック 3,000 －4007無法

土１建１と１屋１塗１防１
福岡県八女市蒲原２０５５－１〒834-0064

立石　光男105823

TEL 0947-22-6084

（有）稲冨プロパン 3,000 －4009有法

土１建１と１管１
福岡県田川郡福智町弁城１２７６〒822-1212

稲冨　やえ105824

TEL 0948-22-8742

ＴＭテック －4010無個

通１
福岡県飯塚市伊岐須５３－２７〒820-0053

三苫　貴弘105826

TEL 092-921-7377

（株）鳳 10,000 －4011無法

建１大１屋１タ１防１内１
福岡県筑紫野市俗明院７４－１〒818-0067

山中　康弘105828

TEL 092-834-6113

（株）イクスワークス 2,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市城南区樋井川７－８－１０〒814-0153

舟木　和彦105830



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-511-2022

オールドブルー（株） 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区長住３－４－２２〒811-1362

縣　則道105831

TEL 092-874-5621

（有）城南施工 3,000 －4001有法

と１屋１内１
福岡県福岡市早良区野茶２－３－１〒814-0171

梶田　修一105832

TEL 092-643-5383

（株）東福岡 20,000 －4001有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県福岡市博多区千代５－３－３０〒812-0044

古田　信芳105834

TEL 092-682-0231

（株）九州緑化産業 50,000 －4001有法

土２と２園２解２
福岡県福岡市東区下原４－１６－３６〒813-0002

坪井　真二105835

TEL 092-781-0547

（有）小田商会 3,000 －4001無法

大１左１タ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市中央区大手門２－６－２１〒810-0074

小田　栄治105839

TEL 0942-65-5002

（株）鎌田工業 5,000 －4007無法

土１大１と１舗１水１
福岡県筑後市大字前津１８２４－８〒833-0002

鎌田　文吾105840

TEL 0944-86-3272

ヤマグチ塗装工業 －4003無個

塗１
福岡県大川市大字下林３５９〒831-0002

山口　陽児105841

TEL 093-521-1218

（株）海峡 7,800 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区末広１－１６－１６〒802-0012

木下　宏105842

TEL 093-283-3010

中本重機（株） 10,000 －4008無法

土１と１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台２－１３－２〒811-4215

中本　芳生105843

TEL 0948-23-0196

吉田建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市潤野８９０－３〒820-0021

吉田　貴光105844

TEL 093-611-2585

インテリア盛美堂 －4008無個

内１具１
福岡県北九州市八幡西区上上津役６－２－１５〒807-0072

木原　俊夫105846

TEL 093-691-3718

（有）安田商会 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区泉ヶ浦１－１６－２７〒807-0854

安田　舜105847

TEL 093-616-7205

（株）渡邊建設工業 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区相生町１２－１９〒806-0044

渡邊　憲吾105848
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TEL 092-834-7588

（株）プラマー 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区生の松原１－３１－１０〒819-0055

副島　一平105849

TEL 092-812-1126

（有）ワイティアール 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市西区戸切３－２８－１１〒819-0032

吉開　政彦105850

TEL 092-771-3766

（株）積水化成品西部 70,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２
福岡県福岡市中央区天神４－１－１〒810-0001

江尻　暁105852

TEL 092-292-0330

（株）エヴァ 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市東区多の津４－６－１〒813-0034

川原　司105854

TEL 0947-32-6207

中山設備工業 －4009無個

土１管１水１
福岡県田川郡香春町大字採銅所４４４７－５〒822-1401

中山　昌之105855

TEL 093-964-4788

礒辺工業 －4008無個

と１鋼１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－１５－２４〒802-0821

礒辺　信之105856

TEL 093-791-5482

和田工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区用勺町１４－２６〒808-0077

和田　善徳105859

TEL 092-951-3031

岡﨑石油瓦斯（株） 13,000 －4011有法

電１管１
福岡県那珂川市大字安徳１－１３〒811-1224

岡﨑　洋介105860

TEL 093-472-3242

特建（株） 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区朽網東１－１６－１７〒800-0232

後藤　喜久次105861

TEL 092-481-8262

東海工業（株） 10,000 －4001有法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市博多区堅粕３－１－１９〒812-0043

西﨑　秀視105863

TEL 0942-53-5353

田中工建（株） 40,000 －4007無法

内１
福岡県筑後市大字蔵数６４４－１０〒833-0054

井村　信男105865

TEL 0944-56-3798

石橋塗工店 －4003有個

塗１
福岡県大牟田市三川町４－５０－２〒836-0065

石橋　裕105866

TEL 092-881-7001

シイヤ鉄筋 －4001無個

筋１
福岡県福岡市西区上山門１－７－１－３１３〒819-0054

椎屋　義一105867
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TEL 092-626-0501

（株）サンダストケミカル 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区松島４－４－１０〒813-0062

金子　哲也105869

TEL 092-433-6333

井上塗料（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区上牟田１－２９－３５〒812-0006

井上　孝司105870

TEL 092-473-5289

健和電気（株） 20,000 －4001有法

電２通１
福岡県福岡市博多区榎田２－３－２３〒812-0004

福山　誠一105871

TEL 092-531-1919

（株）松隈住建 7,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区平尾５－１８－１２〒810-0014

松隈　秀俊105872

TEL 092-672-3586

（株）津山商会 5,000 －4001無法

土１と１水１
福岡県福岡市東区香椎台１－２０－７〒813-0014

津山　和成105873

TEL 092-812-0284

（有）アイ・エム・プロン 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区羽根戸４８９－１〒819-0038

池　倫正105874

TEL 093-982-2755

（有）北伸プロジェクトカンパニー 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区泉台２－８－２６〒803-0842

山田　利実105877

TEL 0940-42-7345

（株）増本建装 3,000 －4008無法

建１
福岡県福津市光陽台４－１８－２〒811-3223

増本　正之105878

TEL 093-883-6400

ＦＵＫＵＩ建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区町上津役東３－１０－２〒807-0073

福井　公市105880

TEL 0949-54-1707

（株）ヤマカワテクノ 23,000 －4004有法

建１
福岡県宮若市脇田３７８－１〒822-0133

長谷川　辰次105881

TEL 0942-72-8993

（有）福岡電設 7,000 －4002無法

電１
福岡県小郡市福童１０００－２〒838-0137

森田　博臣105882

TEL 0947-73-3672

有田工業（株） 10,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡川崎町大字田原１００１－１〒827-0004

有田　圭子105883

TEL 093-964-9977

三心工業（有） 3,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市小倉南区徳力１－３－２１〒802-0974

岡田　郁彦105886
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-52-8040

（有）あゆでん 3,000 －4008無法

電１
福岡県福津市津屋崎４－２０－１〒811-3304

置鮎　純一郎105887

TEL 092-851-3900

（株）大建 10,000 －4001有法

土１建１
福岡県福岡市早良区南庄２－９－１２〒814-0031

松尾　憲親105888

TEL 092-501-5598

（株）住まいるホーム 10,000 －4011有法

内１
福岡県春日市昇町３－１９１－２〒816-0851

森山　周105889

TEL 092-920-2051

（有）総合ポンプ工業所 3,000 －4011有法

機１
福岡県太宰府市水城２－１８－１〒818-0131

山下　寿105891

TEL 092-592-1328

片岡組 －4001無個

大１
福岡県福岡市博多区諸岡２－７－３〒812-1894

片岡　竜生105892

TEL 092-954-3677

一空調 －4011無個

管１
福岡県那珂川市片縄北６－１３－１１〒811-1203

森本　博105894

TEL 092-323-5902

西原建設（株） 3,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市東８９７－１〒819-1122

西原　真司105895

TEL 092-327-2635

（株）エヌケイサイエンス 500 －4001無法

塗１防１
福岡県糸島市志摩初４４４－３〒819-1312

川添　直樹105896

TEL 093-583-6578

山下電気（株） 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区高尾１－２６－１〒803-0853

山下　昌幸105899

TEL 093-622-6707

マル正電業 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区岡田町１１－２９－３０５〒806-0033

安藤　匡典105901

TEL 092-986-9866

（株）エムティ 5,000 －4001無法

土１建１
福岡県福岡市西区戸切１－２－４－２〒819-0032

松本　德保105904

TEL 092-691-2363

アースサイン（株） 5,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市東区大字香椎２６－１〒813-0011

大黒　輝政105905

TEL 093-693-9132

（株）吉松工業 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区御開３－３３－４〒807-0806

吉　　明105906
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TEL 092-932-6039

（株）吉松ＲＣ 5,000 －4001無法

土１と１石１舗１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字須惠６７５〒811-2113

吉松　重文105907

TEL 092-821-4931

西福岡クレーン（株） 6,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区原１－２９－１８〒814-0022

土井　聡105909

TEL 092-681-1830

（株）セフテク 3,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市東区水谷２－２８－１６〒813-0041

田中　新之介105910

TEL 092-836-7171

（株）徳田装建 2,000 －4001無法

左１屋１タ１板１塗１防１内１
福岡県福岡市城南区南片江４－２５－７〒814-0143

德田　崇介105913

TEL 0943-52-3652

今村建設 －4007有個

建１
福岡県八女市星野村６７３２〒834-0201

今村　清男105914

TEL 0949-24-3251

アサカワトランテック（株） 15,000 －4004有法

機１
福岡県鞍手郡小竹町大字赤地字元橋１８９５－５〒820-1102

森　業太105916

TEL 092-943-7061

（株）フジマックネオ 50,000 －4001有法

管１機１
福岡県古賀市鹿部２４６－１〒811-3105

茨木　孝典105918

TEL 093-791-0248

甲斐設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市若松区大字小竹２２５１－１〒808-0108

甲斐　喜久105921

TEL 0942-65-8978

仲鉄工所 －4002無個

建１鋼１
福岡県久留米市津福本町１９７０－２〒830-0078

仲　洋105924

TEL 092-612-8880

（株）アイル・ジャパン 10,000 －4001有法

鋼１内１
福岡県福岡市東区多の津１－８－９〒813-0034

樽井　敬三105926

TEL 092-207-7871

坪倉塗装店 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区脇山２－２－４０〒811-1111

坪倉　秀隆105927

TEL 092-881-1227

（株）山善組 10,000 －4001無法

土１と１舗１し１水１
福岡県福岡市西区上山門２－３－１５〒819-0054

峰松　勇夫105928

TEL 093-233-2011

半田造園建設 －4008無個

土１園１
福岡県北九州市八幡東区清田１－９－３０〒805-0034

半田　勇105929
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TEL 0930-54-0159

（株）アートリティリング 5,000 －4005無法

建１塗１
福岡県築上郡築上町大字本庄８６４〒829-0123

進　信隆105930

TEL 093-616-0951

（株）冷機サービス 2,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区大字金剛１３７０－３〒807-1263

井上　展明105932

TEL 092-841-5908

佐護工業 －4001無個

土１と１舗１
福岡県福岡市早良区南庄２－１９－３－１０６〒814-0031

佐護　久壽105933

TEL 0944-89-6585

（株）エーイーシー 20,000 －4003有法

土１建１と１電１鋼１舗１し１
福岡県大川市大字鐘ヶ江４５１－２〒831-0008

江頭　寿雄105934

TEL 092-558-9259

川本工業 －4011無個

筋１
福岡県春日市大谷２－１０３－１－２０２〒816-0831

川本　孝士105935

TEL 092-924-5971

緑地メンテナンス（株） 10,000 －4011有法

園１
福岡県太宰府市吉松３－１２－３〒818-0138

城戸　正則105936

TEL 0946-24-6791

友功電気（株） 3,000 －4006無法

電１通１
福岡県朝倉郡筑前町上高場１５９９－２〒838-0821

印丸　八州夫105937

TEL 093-962-5252

（株）聖翔建設 3,000 －4008無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区徳力２－２－１２－３０１〒802-0974

谷口　翔吾105941

TEL 093-391-9140

新門司電業 －4008無個

電１
福岡県北九州市門司区永黒１－９－３５〒800-0017

中納　隆文105942

TEL 0943-73-3111

（株）行徳組 20,000 －4002無法

土２と２舗２
福岡県久留米市田主丸町野田５６０－２〒839-1231

行德　喜久代105946

TEL 092-834-2161

（株）雅住建 5,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県福岡市早良区四箇６－４－６〒811-1103

大石　雅陽105947

TEL 092-662-5633

（株）ネオテック 10,000 －4001無法

建１と１
福岡県福岡市東区香椎台１－２０－１３〒811-0014

安部　二郎105948

TEL 092-555-7075

田尻塗装 －4011無個

塗１
福岡県太宰府市青山１－１１－６〒818-0121

田尻　剛105951
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TEL 092-926-2217

大宰府住設 －4011無個

内１
福岡県筑紫野市美しが丘北３－４－２１〒818-0035

竹尾　昭彦105953

TEL 0942-77-0018

（有）広瀬ブロック工業所 3,000 －4002有法

土１と１
福岡県三井郡大刀洗町大字春日７０３〒830-1213

広瀬　勝範105954

TEL 0944-63-3133

コヨウ（株） 12,000 －4003有法

と１タ１
福岡県みやま市瀬高町坂田１６９〒835-0006

古賀　大貴105955

TEL 0944-22-5377

（株）孝建 5,000 －4003無法

土１建１大１左１と１筋１
福岡県みやま市高田町下楠田１６７５－１〒839-0221

吉田　芳子105956

TEL 0942-22-1158

笹部板金工業 －4002無個

板１
福岡県久留米市国分町１０９４－６〒839-0863

笹部　忠105957

TEL 092-934-3650

（有）オニット西日本 3,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵８６４－１〒811-2114

矢野　順一105960

TEL 092-626-9662

拓磨電設（株） 10,000 －4001有法

電１管１通１
福岡県福岡市東区松島５－１７－３２〒813-0062

岡林　拓磨105961

TEL 092-519-8880

（株）ＩＤテック 5,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市川久保１－１７－１３〒816-0905

石川　成人105962

TEL 0944-33-0536

岡﨑建設 －4003無個

建１
福岡県三潴郡大木町大字横溝９３１〒830-0405

岡﨑　知紀105964

TEL 0944-87-3263

龍設備企画 －4003無個

管１
福岡県大川市大字新田１３３０－９〒831-0043

龍　武敏105965

TEL 0942-33-0514

ＧＯコーポレーション －4002無個

土１舗１
福岡県久留米市安武町武島１１６９－５〒830-0071

林下　剛105966

TEL 0948-62-2014

松隈産業（有） 3,000 －4010有法

管１
福岡県嘉麻市飯田４４〒820-0501

松隈　明彦105969

TEL 0947-73-2993

（株）諏訪工業 5,000 －4009無法

土１と１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１〒827-0003

森本　久美105970
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TEL 092-504-8878

（株）正興 5,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市博多区大字立花寺字大浦２６３－３〒812-0862

髙尾　正典105973

TEL 093-921-7100

パナソニックホームズ北九州（株） 80,000 －4008有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県北九州市小倉北区重住３－１０－１２〒802-0011

乙吉　健司105977

TEL 093-617-6048

大下設備工業（株） 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区香月中央５－４－１２〒807-1102

大下　勝利105978

TEL 093-202-2790

千誠工業 －4008無個

鋼１
福岡県遠賀郡水巻町美吉野２－１５〒807-0044

末永　竜治105979

TEL 093-434-3333

（株）ダイワ 30,000 －4005有法

と１解１
福岡県京都郡苅田町鳥越町１－７７〒800-0304

里　茂樹105980

TEL 092-409-6363

アイアール（株） 30,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区住吉２丁目１５－１０－５１４〒812-0018

川原　將吾105981

TEL 092-806-6438

（株）タニ室内装備 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区周船寺１－１６－５〒819-0373

谷　雅彦105982

TEL 092-204-2800

（株）アスコム 6,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市博多区東那珂３－１－４１〒812-0892

姫島　陽介105983

TEL 0942-65-7112

（株）ケイマックス 5,000 －4002無法

土１と１舗１解１
福岡県久留米市荒木町荒木１９７２－１７〒830-0063

添島　喬105985

TEL 092-719-1290

（株）アムリンク 9,000 －4001無法

内１
福岡県古賀市新久保２－１４－１７〒811-3118

江藤　尚将105988

TEL 092-432-0618

（株）フラッグス 20,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市博多区博多駅南５－３０－６－１〒812-0016

牟田　孝105989

TEL 092-215-1500

（株）ユウキサービス 5,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区青葉２－２８－１０〒813-0025

宮本　克己105990

TEL 0946-72-2386

梶原鉄工 －4006無個

鋼１
福岡県朝倉郡東峰村大字福井２６４０－３〒838-1702

梶原　正夫105991
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TEL 092-586-8003

Ｋ－Ｋコンサル（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区大手門２－１－１－４０２〒810-0074

黒岩　忠105992

TEL 092-408-9666

（株）アルファテック 3,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市大字筑紫８３６－１３〒818-0025

本城　祐介105994

TEL 092-871-8666

（有）元工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市城南区長尾１－４－３６－７０１〒814-0123

松嶋　治也105995

TEL 092-984-1782
）
Ｓｍａｒｔｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（株 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市東区松崎２－８－１６－３〒813-0035

田中　辰幸105996

TEL 092-872-8215

（有）東洋クレーンサービス 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市早良区重留６－１０－３〒811-1101

佐田　邦広105997

TEL 093-791-1395

（株）畑中工務店 1,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市若松区大字払川２９－５〒808-0113

畑中　泰幸105999

TEL 092-982-7696

マツフジ －4001無個

電１
福岡県福岡市西区生松台３－１３－１９〒819-0044

松藤　芳靖106000

TEL 0944-87-4826

（株）プロセス井口 10,000 －4003有法

内１
福岡県大川市大字一木８７－１〒831-0034

井口　敬茂106002

TEL 092-287-1746

住吉工業 －4011無個

土１と１舗１
福岡県大野城市瓦田３－１２－２６〒816-0932

住吉　慎一郎106005

TEL 092-626-5571

（有）弘電 3,000 －4001無法

通１
福岡県糟屋郡志免町別府西２－２４－１－６０５〒811-2232

池田　弘之106008

TEL 092-942-6171

（株）直角 1,000 －4001無法

建１と１
福岡県古賀市今の庄２－２０－４６〒811-3117

緒方　茂勝106009

TEL 092-629-1327

（有）中野電子 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市東区多の津４－１２－３５〒813-0034

中野　保典106010

TEL 092-555-3367

ＳＹＥ（株） 5,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市南区柏原２－５－１５〒811-1353

河野　英治106012
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TEL 0943-42-1835

三谷建築 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町桑原２６６－３〒834-1216

三谷　忠澄106013

TEL 0943-22-4649

伊藤建設 －4007無個

建１
福岡県八女市本町２７７〒834-0031

伊藤　直記106014

TEL 0943-23-0423

大翔グリーン －4007無個

園１
福岡県八女市新庄１６０６－１〒834-0052

大石　美保106017

TEL 0944-55-2250

飯星建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字宮部３３４－２〒837-0914

飯星　雄二106022

TEL 0948-23-8902

（有）荒木板金工業ライトハウス 3,000 －4010無法

屋１
福岡県飯塚市太郎丸９１６－１〒820-0076

荒木　照家106023

TEL 0942-43-2298

大塚建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市山本町豊田１０１６－６〒839-0827

大塚　勝106025

TEL 092-812-5174

（株）アスワンテック 3,000 －4001無法

建１左１と１タ１塗１防１内１絶１
福岡県福岡市西区戸切３－３５－７〒819-0032

白石　みず枝106026

TEL 092-202-2332

ＩＢＵＫＩ　ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区野芥８－３８－８〒814-0171

渋谷　健太郎106027

TEL 0948-23-2333

梶原工務店 －4010無個

建１
福岡県飯塚市太郎丸５０４－４〒820-0076

梶原　勝美106029

TEL 092-806-7463

松本興業 －4001無個

と１
福岡県福岡市西区今宿町４２６－４〒819-0164

松本　賢二106032

TEL 093-372-8833

（有）松伸工業 3,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市門司区寺内４－７－５〒800-0027

松本　聡106033

TEL 0940-52-0714

川端建設 －4008無個

建１
福岡県福津市宮司５－３０－５〒811-3305

川端　壽雄106034

TEL 093-611-2221

（株）渡利工務店 6,000 －4008無法

土１左１と１石１舗１
福岡県北九州市八幡西区下上津役４－７－３〒807-0075

渡利　順一106035
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TEL 093-246-3001

リフォーム・梶原 －4008無個

建１管１
福岡県中間市岩瀬２－１５－３７〒809-0011

梶原　春樹106036

TEL 093-961-8706

（株）友和計装 5,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区横代東町３－１５－１４〒802-0822

田中　実106037

TEL 093-751-2633

カワイ防水 －4008有個

塗１防１
福岡県北九州市若松区東小石町９－５１〒808-0017

川井　和久106038

TEL 09496-2-0203

平和建設 －4004無個

土１建１大１と１石１タ１舗１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野４２６１－３〒820-1103

平　和法106040

TEL 0948-42-8810

（株）エス・シー・エム 10,000 －4010有法

管１
福岡県嘉麻市平８３〒820-0203

寺濱　剛史106042

TEL 0948-52-6182

（株）ワールド美創 2,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市目尾８５２－２〒820-0062

橋本　秀彦106043

TEL 0930-32-3378

北山開発（株） 5,000 －4005無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田１０２６－１〒824-0822

北山　桂吾106044

TEL 092-588-8025

（株）共創建設 3,000 －4011無法

建１
福岡県春日市白水ヶ丘３－２７〒816-0845

池内　孝一106045

TEL 092-952-3399

（株）髙田工務店 5,000 －4011有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県那珂川市大字西畑７５〒811-1246

髙田　哲哉106046

TEL 092-922-5777

（株）サントラスト 10,000 －4011有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県太宰府市水城６－１－７〒818-0131

田中　尚吾106047

TEL 0948-82-1275

米村電気工事（株） 9,500 －4010無法

電１
福岡県飯塚市綱分字本村９３７－４〒820-0101

茅野　孝広106049

TEL 0947-28-3544

ＩＳＨＩＫＥＮ －4009無個

と１
福岡県田川郡福智町上野３６８６〒822-1102

石津　顕106050

TEL 0940-32-7339

（有）直原設備工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県宗像市武丸９５８－３〒811-4152

直原　由紀男106052
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TEL 0944-86-5021

納戸板金工業所 －4003無個

板１
福岡県大川市大字大橋４２５－３〒831-0021

納戸　教光106055

TEL 0944-85-0532

成清住設 －4003無個

管１
福岡県柳川市間１２２２－１〒832-0088

成清　日出海106056

TEL 093-382-3887

トクナガプランニング（有） 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区大里本町２－１０－２５〒800-0063

德永　雄一106057

TEL 093-931-3649

上浜工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区熊本３－１２－４９〒802-0044

上濱　正裕106058

TEL 092-282-3175

（有）藤田建設 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市博多区古門戸町７－８－３〒812-0029

藤田　伸也106061

TEL 0947-72-3491

テクノワイズ －4009無個

板１防１
福岡県田川郡川崎町大字川崎８３９－１〒827-0003

山野　真一106062

TEL 0940-52-1538

菊地建設 －4008無個

建１
福岡県福津市津屋崎７－１８－１５〒811-3304

菊地　利伸106064

TEL 093-967-9114

（株）Ａｃｅ 4,000 －4008有法

建１大１
福岡県北九州市小倉南区南方５－９－３２〒802-0976

吉村　潤平106065

TEL 093-592-5870

（有）愛宕開発 3,000 －4008無法

と１通１
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘２－６－５〒803-0827

村尾　秀之106066

TEL 093-482-8570

（有）常栄 3,000 －4008有法

と１鋼１
福岡県北九州市若松区塩屋１－２３－２３〒808-0131

清水　常夫106067

TEL 093-701-8925

（株）白真工業 1,000 －4008無法

と１機１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚西ノ前５５７－４〒811-4213

白川　真伍106072

TEL 093-967-0530

（株）戸髙工業 5,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区徳力２－９－１５〒802-0974

戸高　直哉106073

TEL 093-951-6131

山内興産（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区黄金２－９－３〒802-0071

末吉　志江106074
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TEL 0948-62-3006

木下建設 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市西郷７５７－３〒820-0505

木下　　満106078

TEL 0948-72-3151

（株）泰恵産業 500 －4010有法

土１と１舗１解１
福岡県飯塚市内住３８３〒820-0713

千代田　泰之106079

TEL 092-408-3911

カエデスタイル（株） 7,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県福岡市南区中尾３－２７－１７グランブルーオオノ１Ｆ〒811-1364

藤田　一樹106080

TEL 092-558-4887

（株）ニシムラ 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市博多区板付５－３－３〒812-0888

西村　勝典106081

TEL 092-985-9017

小笹空調 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町貴船１－２９－１７〒811-2131

小笹　貴司106083

TEL 092-963-3041

（株）パイシーズ・コーポレーション 10,000 －4001有法

塗１内１
福岡県糟屋郡新宮町三代西１－１０－１０〒811-0111

田畑　高志106084

TEL 092-947-6101

協立エアテック（株） 1,683,378 －4001有法

管２内１絶１消１
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田１０３４－４〒811-2414

久野　幸男106086

TEL 092-472-2929

西部日本エンタープライズ（株） 90,000 －4001有法

建２園２
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１２－１０〒812-0011

手島　友一郎106087

TEL 092-283-6535

内装リフォームやまだ －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区下呉服町８－９〒812-0034

山田　雄二106089

TEL 0940-72-2016

（株）眞鍋組 5,000 －4008有法

土１と１舗１
福岡県宗像市大島１２７８－１〒811-3701

眞鍋　彌106091

TEL 093-963-1019

（株）宮野組 3,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区石田町１６－３５〒800-0838

宮野　哲海106092

TEL 093-618-1494

太陽ロジス（株） 5,000 －4008無法

土１と１鋼１
福岡県北九州市八幡西区楠北３－５〒807-1154

岡部　恭輔106093

TEL 093-244-2808

フルデラ熱工業 －4008無個

絶１
福岡県中間市東中間３－１２－６〒809-0019

古寺　浩明106094
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TEL 092-874-5100

（株）翔電 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区長尾５－９－１７－２０１〒814-0123

杉　浩文106098

TEL 092-957-6711

（株）あひる工芸 1,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡宇美町宇美３－１８－７〒811-2101

篠原　達彦106100

TEL 092-403-7001

（株）エルウィング 10,000 －4001有法

土１と１塗１
福岡県福岡市南区柏原２－２７－１６〒811-1353

桑野　代介106101

TEL 092-503-7089

（株）カジ・シーリング工業 1,000 －4001無法

ガ１防１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２９－５８〒812-0863

梶原　良二106102

TEL 093-383-9961

（株）ザナック 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区中井５－１９－７〒803-0836

丹羽　智光106104

TEL 092-400-5963

（株）ベストワークス 5,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市博多区大井２－８－１６〒812-0001

中谷　直之106106

TEL 092-737-7780

（株）久野工業 3,000 －4001有法

建１と１解１
福岡県福岡市中央区舞鶴３－２－５－５０７〒810-0073

久野　昌明106107

TEL 092-503-0582

田中建装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市博多区東月隈２－８－１〒812-0854

田中　修三106109

TEL 0944-87-4397

柏原建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字中木室３８２〒831-0014

柏原　一信106111

TEL 0944-51-4824

中川建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字勝立６０１－５〒836-0886

中川　學106112

TEL 0942-65-1240

（株）牛島木工所 9,500 －4002無法

建１
福岡県久留米市三潴町早津崎１０－１〒830-0101

牛島　基博106113

TEL 0944-85-7473

ミクニ開発 －4003無個

土１と１舗１水１
福岡県大牟田市通町１－１－５〒836-0805

春口　祐二106114

TEL 0944-73-3718

（株）熊澤建設 100 －4003無法

土１と１解１
福岡県柳川市久々原１３０－７〒832-0086

熊澤　史郎106115
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TEL 0942-48-1405

（株）デンクウシステム 6,000 －4002無法

電１管１内１
福岡県久留米市山川安居野３－５－１３〒839-0812

新谷　恵106116

TEL 093-961-5830

（有）永幸建設 8,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区横代東町１－５－９〒802-0822

古宮　清孝106118

TEL 093-777-8124

竹下組 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘１－１３－７－２１０〒803-0827

竹下　力106121

TEL 092-558-6342

（株）サンユウ 5,000 －4011無法

塗１
福岡県那珂川市松木２－１５５〒811-1251

瀧本　英樹106126

TEL 0944-87-3939

成和（株） 5,000 －4003有法

土１と１舗１し１解１
福岡県大川市大字大野島１９６４〒831-0045

古賀　和則106129

TEL 0942-21-1393

（株）ハウジング・カフェ 10,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市上津１－５－２６〒830-0055

陣内　孝広106130

TEL 093-953-8852

ダイシン・テック（株） 40,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎３－４－１７－Ａ－５〒802-0072

新木　大輔106131

TEL 093-922-0012

アルスグリーン（株） 40,000 －4008無法

土２建１と２舗２し２塗２園２水２
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１７－１〒802-0072

森永　武106135

TEL 092-572-5131

大成工材（株） 10,000 －4001有法

管１機１
福岡県福岡市博多区諸岡３－２５－５〒812-0894

坂本　太一106136

TEL 092-631-0806

インシュレート －4001無個

絶１
福岡県福岡市東区箱崎１－４－１０－４０４〒812-0053

井上　琢也106139

TEL 093-293-8845

橋田組 －4008無個

大１
福岡県遠賀郡遠賀町木守１５０２－７〒811-4313

橋田　正春106140

TEL 093-472-8373

（株）正和工業 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区葛原東２－６－２４〒800-0206

山下　豊106141

TEL 092-554-5363

森永防災システム（株） 8,000 －4001有法

管１消１
福岡県福岡市南区寺塚１－２６－１０〒815-0074

森永　日出男106143
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TEL 093-382-5511

（株）メイテック 10,000 －4008無法

土１建１と１電１管１鋼１機１
福岡県北九州市門司区東馬寄４－２５〒800-0052

末廣　純一106144

TEL 093-693-8052

（株）福辰 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区陣原４－１－３〒807-0821

福永　勝美106145

TEL 0949-24-0666

（株）大野産業 10,000 －4004無法

タ１
福岡県直方市大字下境４００２－３〒822-0007

溝上　早苗106146

TEL 092-923-8733

（株）西日本建設 3,000 －4011無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
福岡県筑紫野市大字俗明院４３〒818-0067

田中　周作106147

TEL 092-555-5568

ＨＭ　ｐｌｕｓ －4001無個

建１
福岡県福岡市南区和田３－３－６－１０２〒811-1343

榎田　壮一郎106148

TEL 092-692-6883

（株）神﨑建設 3,000 －4001無法

大１
福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈７８０〒811-2302

神﨑　裕司106149

TEL 092-692-5431

（株）英電 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１３３３－１５〒811-2112

石田　雅英106151

TEL 092-725-7538

（株）Ｎ－ｓｔｙｌｅ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区黒門５番２１－１０４号〒810-0055

上髙原　紀子106153

TEL 092-831-5225

（株）フーセット 4,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区高取２－１５－３〒814-0011

中西　麻美106155

TEL 092-564-1224

（株）フクベル 10,000 －4001有法

電１通１消１
福岡県福岡市南区桧原６－３－１５〒811-1355

原田　実106156

TEL 092-935-3724

三榮疊材（有） 5,000 －4001有法

内１
福岡県糟屋郡志免町南里６－２－７〒811-2207

村上　峰治106157

TEL 092-621-7737

（株）作元工業 1,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区吉塚５－１２－４２－４０６〒812-0041

作元　一夫106165

TEL 092-873-2925

ニシジマ技建 －4001無個

左１と１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－２４－５－５０４〒814-0165

西嶋　哲哉106169
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TEL 0944-86-4273

ミヤビ建装 －4003無個

内１
福岡県大川市大字中古賀７６６〒831-0006

諸富　雅文106170

TEL 0944-76-4292

浦住宅建設 －4003有個

建１
福岡県柳川市大和町中島４３６－２〒839-0254

浦　健造106171

TEL 092-504-3188

（株）ハーモニー 5,000 －4011有法

建１内１
福岡県大野城市大城３－３７－３〒816-0911

大熊　春佳106172

TEL 092-941-4086

（株）リックメンテナンスネットワーク 10,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市日吉２－１６－１〒811-3106

日　　清寛106173

TEL 092-692-4231

ヒサナガ建設 －4001無個

建１大１左１と１内１
福岡県糟屋郡久山町大字久原４１１３〒811-2501

久永　三徳106174

TEL 0944-76-0695

（株）西田板金工業 5,000 －4003無法

板１
福岡県柳川市大和町中島１３７１－１〒839-0254

西田　正美106177

TEL 093-965-7370

（株）九州重量 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区長野１－１４－４３〒800-0228

家次　貴久106178

TEL 0930-24-0850

ウエダ －4005有個

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県行橋市大字今井３７３５〒824-0018

上田　憲一106180

TEL 092-963-1112

（株）テンテック 3,000 －4001有法

管１機１
福岡県糟屋郡新宮町大字上府６８０－２〒811-0117

東　聡宏106184

TEL 092-863-8393

大輝アルミ －4001無個

具１
福岡県福岡市早良区田隈１－３６－１６〒814-0174

大北　周史106185

TEL 092-408-5683

大塚防災（株） 5,000 －4011無法

消１
福岡県筑紫野市むさしヶ丘４－１３－３１〒818-0043

大塚　広幸106186

TEL 092-555-2500

（株）ウィンドレンズ 7,000 －4011有法

電１
福岡県筑紫野市上古賀３－２－１６〒818-0041

　田　佐太一106187

TEL 092-504-4510

大城建設 －4011無個

と１
福岡県大野城市大城３－２３－５９〒816-0911

井上　邦治106188
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TEL 093-931-0839

（有）電装技研 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区足立３－４－２２〒802-0042

服部　一弘106189

TEL 093-617-6222

（株）松尾道路 20,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市八幡西区大字畑７４５〒807-1124

美野　寛之106190

TEL 093-533-2711

（株）オオシマ 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉北区末広２－３－２〒802-0012

大島　康子106191

TEL 092-282-6850

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 18,112 －4001有法

土１建１と１し１塗１内１解１
福岡県福岡市博多区対馬小路１－２１〒812-0020

藤本　尚伸106193

TEL 092-871-4396

葵塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区田隈３丁目１９－７〒814-0174

古川　美智彦106196

TEL 092-942-3399

（株）ＺＡＣＣ建築工房 5,000 －4001無法

建１大１と１防１内１
福岡県古賀市舞の里４－４－２８〒811-3114

内藤　政光106197

TEL 092-607-1681

拓馬商会 －4001無個

管１
福岡県福岡市東区和白東２－１－３８〒811-0214

馬越　真一郎106198

TEL 0942-78-0023

（株）笠建築 5,000 －4002無法

建１大１
福岡県久留米市北野町仁王丸１１８－１０〒830-1106

笠　淳一106199

TEL 0942-62-4523

鐘ヶ江建設企画 －4002無個

建１大１内１
福岡県久留米市城島町西青木６２５－２〒830-0226

鐘ヶ江　明106200

TEL 0930-24-5023

本田工材 －4005無個

土１
福岡県行橋市南泉７－２７－１８〒824-0036

本田　和秀106201

TEL 092-692-6531

井上仮設工業（株） 1,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市東区名子３－４－１６－Ｃ２０２〒813-0024

井上　剛106203

TEL 092-410-1064

みのり施工（有） 4,200 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県古賀市谷山１０６０－１４〒811-3125

小松　裕106204

TEL 092-791-5086

（株）ＨＹ設備 3,000 －4001無法

電１管１消１
福岡県福岡市中央区天神２－１４－３８〒810-0001

花田　雄一106205
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TEL 092-753-9564

（有）デザインプラス 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区警固２－１７－１０　ＳＰＡＺＩＯけやき通りビル４階〒810-0023

原　克己106206

TEL 0942-23-6123

（株）優栄 5,000 －4002有法

土１と１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１０２０－４〒830-1221

森岡　俊英106207

TEL 092-962-5928

（有）大鵬興産運輸 3,000 －4001有法

と１
福岡県糟屋郡新宮町大字上府１１９６－１〒811-0117

江上　義彦106208

TEL 0942-65-5831

（株）みらい建設 5,000 －4002無法

土１と１管１舗１塗１水１解１
福岡県久留米市津福本町２０５６－１〒830-0047

大石　明106209

TEL 092-327-4800

（株）精電社 10,000 －4001有法

電１機１
福岡県糸島市志摩馬場３３８〒819-1305

大庭　克彦106210

TEL 093-600-8665
）
ＡＣＲＯＳＳ　ＴＨＥ　ＰＡＣＩＦＩＣ（有 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区城内４－２－６０４〒803-0813

菅野　信106212

TEL 093-591-1231

黒川クレーン工業（有） 4,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉北区西港町６２－８〒803-0801

黒川　眞奈美106213

TEL 0942-27-9039

（株）安徳電設工業 10,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市荒木町白口２１８６－３〒830-0062

安德　新一106215

TEL 0942-52-5561

（有）東洋空調 3,000 －4007無法

電１
福岡県筑後市大字西牟田６１１６－３〒833-0053

宮本　勝之106216

TEL 093-451-2818

（株）ユーピーシグマ 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺８１６－１〒803-0186

小田　征之106217

TEL 093-883-7955

（株）システム１ 3,000 －4008無法

建１管１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３－１０－１０－１Ｆ〒806-0047

古川　伸一106218

TEL 093-616-8572

（株）西日本テック 3,000 －4008無法

機１
福岡県中間市大字下大隈１４０３〒809-0004

芳賀　泰輔106219

TEL 093-341-3936

楠田工務店 －4008無個

建１大１内１
福岡県北九州市門司区高砂町４－１０〒801-0822

楠田　隆一106221
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TEL 092-271-9155

Ｔ・Ｉ・Ｄ（株） 500 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区石城町２０－２３－２０２〒812-0032

古賀　文智106223

TEL 092-406-3331

（株）ＴＩＧ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＹＬＥ 6,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区白金２－５－１８－８０１〒810-0012

山﨑　樹106224

TEL 092-781-2135

（株）志水建設 20,300 －4001無法

土１建２大２左２と１石２タ２筋２舗１し１ガ２塗２防２内２具２水１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－７－１４〒810-0004

安達　亨106225

TEL 0944-86-8305

（有）ユーキルーフ 3,000 －4003有法

屋１
福岡県大川市大字向島１１３７－１〒831-0005

宮崎　祐二106227

TEL 092-586-5591

（株）Ｅ・Ｓ・Ｃ 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－８－３０　３１７号〒812-0016

中川　正義106228

TEL 0947-82-5588

（株）葵工業 5,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡添田町大字庄２５８－３〒824-0601

小峠　翔為106231

TEL 092-621-7035

福岡中小建設業（同） 18,880 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区社領１－２－９〒812-0068

大里　博之106232

TEL 093-482-5711

（株）セーフティ地盤 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区本城１－１９－１〒807-0801

佐藤　正義106233

TEL 093-202-6556

星野工業 －4008無個

鋼１
福岡県遠賀郡水巻町吉田西３－２－２８〒807-0046

星野　秀義106234

TEL 0944-62-3674

小宮建工（株） 9,980 －4003有法

建１大１と１屋１タ１塗１防１内１
福岡県みやま市瀬高町文廣１５５２－４〒835-0022

小宮　徹106235

TEL 092-561-2288

サンヨウ（株） 24,000 －4001有法

土１と１舗１し１機１
福岡県福岡市南区玉川町４－３０〒815-0037

平木　利治106236

TEL 0944-73-2494

藤吉製瓦工業所 －4003有個

屋１
福岡県柳川市佃町１０７６〒832-0051

藤吉　富洋106240

TEL 0942-77-5328

（有）大和産業 5,000 －4002有法

と１解１
福岡県三井郡大刀洗町大字鵜木１２１４－１〒830-1224

半田　和久106241



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1028頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-26-0139

（有）有川電機 3,000 －4004有法

電１
福岡県直方市大字感田８７９－４〒822-0001

有川　正則106243

TEL 093-245-1283

（株）佐藤建設工業 5,000 －4008無法

土１建１と１舗１解１
福岡県中間市中鶴１－１３－２７〒807-0037

佐藤　啓州106244

TEL 092-408-5004

（有）ユー・エム・エー 9,500 －4011無法

土１大１と１筋１
福岡県筑紫野市天拝坂６－４－１８〒818-0053

芦塚　武彦106245

TEL 092-558-8723

（株）城栄 10,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市博多区西春町１－３－２０〒812-0873

小澤　健将106247

TEL 0943-24-2808

大石組 －4007無個

土１建１舗１水１
福岡県八女市柳瀬１３９〒834-0033

大石　良雄106249

TEL 0942-21-2545

釣井内装 －4002無個

内１
福岡県久留米市国分町１４１７－２〒839-0863

釣井　孝男106250

TEL 0944-76-2353

河口技建 －4003無個

土１と１舗１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾７８０－１〒839-0253

河口　功二106251

TEL 0943-22-3944

田中設備 －4007無個

土１管１水１
福岡県八女市柳瀬５６０－１〒834-0033

田中　康彦106252

TEL 0979-84-8025

（株）東九 10,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字垂水１４８４－４〒871-0913

田中　広海106253

TEL 0948-23-0975

Ｋ・クラフト －4010有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県飯塚市大日寺２３５－１０〒820-0046

梶原　和宏106254

TEL 092-809-1303

（株）鳥越建匠 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区大字西浦１０３２〒819-0202

鳥越　哲夫106255

TEL 092-822-2411

（株）あいぞの 30,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市早良区曙２－７－１３〒814-0004

藍園　学106256

TEL 093-618-2636

（株）谷口塗装 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬４－１９－９〒807-1261

谷口　二三雄106257
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TEL 093-701-0793

豊邦建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区片山１－６－４１〒808-0106

梅田　馨津顕106258

TEL 092-861-1537

平山建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区次郎丸６－８－１７〒814-0165

伊藤　秀信106259

TEL 092-409-3730

山下技建（株） 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区吉塚８－５－７５初光流通センタービル〒812-0041

山下　輝久106261

TEL 092-852-4500

（株）南光 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市城南区鳥飼６－２０－３８－１Ｆ〒814-0103

南雲　和彦106262

TEL 092-406-1106

（株）テックエイト８ 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野３８８－４〒811-2104

小野　一郎106263

TEL 092-622-8245

福岡精米機器（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市東区松田３－１３－１１〒812-0064

白水　浩106264

TEL 092-834-4402

（株）落合設備 10,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市早良区次郎丸５－１１－３６－４〒814-0165

落合　清和106265

TEL 092-409-5438

　口工務店 －4001無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市東区松島３－１０－９〒813-0062

　口　和也106267

TEL 0947-28-5880

福智緑化建設（株） 1,000 －4009有法

土１建１と１園１解１
福岡県田川郡福智町上野１５１０〒822-1102

磯野　小百合106269

TEL 0948-43-8992

（株）木下電工 3,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市太郎丸５３－５〒820-0076

木下　恒良106270

TEL 093-681-6309

中村組 －4008無個

機１
福岡県北九州市八幡東区帆柱５－５－６〒805-0056

中村　弘明106273

TEL 093-965-3331

マック建設工業 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区南方４－１６－１２〒802-0976

松村　美知男106274

TEL 093-382-1100

（株）電通ハイテック 5,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市門司区中町５－６９〒800-0039

曽我部　泰博106275
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TEL 093-871-4225

リードテック（株） 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町１６－１９〒804-0024

片岡　藤季106276

TEL 0944-53-0261

（有）太正建設 10,000 －4003有法

土１建１と１管１
福岡県大牟田市八尻町３－２１－４〒836-0811

今村　太106277

TEL 092-403-8473

大西設備（株） 3,000 －4011無法

管１
福岡県那珂川市五郎丸３－３－７〒811-1252

大西　猛106279

TEL 092-921-0198

（有）マルサン建設 5,000 －4011無法

建１大１
福岡県筑紫野市俗明院２－５－８〒818-0067

穴井　周士106280

TEL 0944-85-7508

（株）荒木工業所 1,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市中白川町３－１７０－１〒837-0927

荒木　一夫106281

TEL 092-962-0635
（株）
ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＳＴＵＤＩＯ　ＡＲＡＩ 3,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡新宮町中央駅前１－１－２３〒811-0120

荒井　勇人106282

TEL 092-411-5452

（株）福助屋 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－８－１０〒812-0011

中村　由美子106283

TEL 092-871-0006

（株）ア・ロームズ 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区南片江２－１２－１８〒814-0143

大山　光秀106285

TEL 0947-32-5311

（有）嶋津工作所 3,000 －4009無法

内１具１
福岡県田川郡香春町大字香春１０９４－３〒822-1406

嶋津　慎一郎106287

TEL 0949-23-1020

（株）クリエイティブ 20,000 －4004無法

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県直方市新町１－１－７〒822-0015

戸畑　広成106290

TEL 092-771-1210

（株）エビスインテリア 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区谷１－１１－２２〒810-0031

江良　忠毅106291

TEL 092-947-3071

中野住建 －4001無個

大１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒２２１－２５２〒811-2415

中野　由海106292

TEL 092-741-9598

（有）エッグ・デザイン 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区渡辺通１－９－２〒810-0004

原田　俊幸106294
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TEL 092-551-2911

ヒラノホームサービス（株） 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区屋形原２－６－３〒811-1351

平野　好裕106295

TEL 092-407-5532

吉川総建 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区内野３－９－４６〒811-1123

吉川　秀志106297

TEL 0942-53-2268

筑後興産（株） 25,000 －4007無法

と１タ１
福岡県筑後市大字羽犬塚８８〒833-0003

玉木　裕也106299

TEL 093-873-8527

（株）ウォールペーパー 4,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－６－１３〒804-0031

奥　良太106301

TEL 093-931-1388

（株）ワン・オフ 20,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区足原１－１３－２〒802-0043

長澤　純人106302

TEL 0943-23-2537

甲木商店 －4007無個

土１と１解１
福岡県八女市立花町山崎９６７〒834-0081

甲木　英樹106305

TEL 0942-33-2041

久留米市ガス器具販売（同） 600 －4002有法

管１
福岡県久留米市合川町１４８８－８〒839-0861

今里　真二106306

TEL 0942-78-7444

昌建 －4002無個

と１
福岡県久留米市北野町今山１０７２－１２〒830-1122

武田　昌之106307

TEL 0942-21-3300

（有）田島室内装飾 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市国分町１７１３－４〒839-0863

田島　弘規106308

TEL 0944-76-1734

松藤住宅建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾６５０－４〒839-0253

松藤　秀樹106311

TEL 0943-37-0787

松尾鉄工所 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町下辺春５７１〒834-0073

松尾　彰英106312

TEL 0942-53-0993

青木ダクト工業所 －4007無個

板１
福岡県八女郡広川町大字藤田７８－４〒834-0123

青木　勝幸106313

TEL 092-894-7733

冷暖九州（株） 5,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市早良区四箇２－１－３〒811-1103

露口　裕樹106315



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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TEL 092-407-0541

（株）北西工業 1,000 －4001無法

土１と１管１塗１防１水１
福岡県福岡市西区生の松原２－３－３２〒819-0055

玉手　克典106316

TEL 092-873-2553

（株）アイテック 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市城南区茶山２－２５－７〒814-0111

井上　光典106318

TEL 0946-21-1520

伊藤電気工事 －4006無個

電１
福岡県朝倉郡筑前町栗田９０５－３〒838-0801

伊藤　充106319

TEL 092-608-7748

志波工業 －4001無個

具１
福岡県福岡市東区和白東２－３３－５１〒811-0214

志波　浩一106323

TEL 092-864-0113

（株）ワンエージェント 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区飯倉６－２５－１２〒814-0161

影内　義寿106324

TEL 0949-22-5607

（株）サンエム精工 15,000 －4004有法

管１鋼１機１
福岡県直方市大字中泉８８５－３７〒822-0011

箱崎　照明106325

TEL 0949-25-7778

（有）田中電機システム 3,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字植木２３７７－１〒822-0031

田中　新二106326

TEL 0940-43-5083

キューヘングリーンサービス（株） 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１塗１園１解１
福岡県福津市花見が浜２－１－１〒811-3216

馬場　詳治106327

TEL 093-741-6900

（株）マツムラ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市若松区青葉台西５－２２－１１〒808-0143

松村　健次106328

TEL 092-713-0808

（有）ピースデザイン 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区荒戸３－４－１〒810-0062

寺﨑　三治106330

TEL 092-871-4910

前田電機商会 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区田村５－７－３〒814-0175

前田　英貴106331

TEL 093-962-7575

（株）稲生工業 1,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉南区蒲生４－５－６－３０６〒802-0978

稲生　勝106332

TEL 0942-27-7715

久留米消防設備メンテナンス（有） 10,000 －4002有法

消１
福岡県久留米市宮ノ陣４－１５－１７〒839-0801

角　信廣106335



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-692-5310

成合設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市八幡西区力丸町３－１５－２１０〒807-0802

成合　基幸106336

TEL 093-452-1188

久一建設（株） 40,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺１２０４－２〒803-0186

堀　和久106337

TEL 093-618-4599

（株）岩﨑塗装 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘２－８－１４〒807-1264

岩﨑　親吾106338

TEL 0948-25-6688

（株）エヌアイティ 20,000 －4010有法

機１
福岡県飯塚市伊岐須３２６－８〒820-0053

野見山　哲106339

TEL 092-406-9451

（株）コードスタイル 4,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区薬院１－７－１２－３Ｆ〒810-0022

三熊　剛生106341

TEL 0943-75-2896

（有）馬場板金工業所 3,000 －4002無法

板１
福岡県うきは市吉井町清瀬１－３〒839-1312

馬場　眞知子106342

TEL 0942-62-3235

（株）下川工業 3,000 －4002無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１解１
福岡県久留米市城島町江上本２０９－３〒830-0214

下川　通106343

TEL 092-324-1028

（有）濱崎電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市加布里３－７－６〒819-1124

濱崎　重信106344

TEL 093-681-4566

萩原建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区清納１－６－７〒806-0013

萩原　悟106345

TEL 092-985-8455

建築工房築（株） 5,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市紫２－１－１１〒818-0061

緑　義文106346

TEL 093-451-0562

（株）住研究所 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区長行東２－１２－２２〒803-0273

北江　三次106347

TEL 093-555-4381

ジャパンストラサービス（株） 40,000 －4008無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県北九州市八幡東区春の町４－５－１５〒805-0050

大谷　法厳106348

TEL 093-482-6230

ダイセン建設（株） 1,000 －4008無法

土１建１
福岡県北九州市八幡西区大浦１－１３－２２〒807-0874

大原　千鶴子106349
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TEL 092-332-7929

（有）オフィス企画 3,000 －4001無法

内１
福岡県糸島市志摩野北３６７４－２〒819-1303

榮嶋　裕之106350

TEL 092-585-6756

（株）ＩＤＳ 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区柳瀬１－２５－９〒811-1321

石松　寛史106351

TEL 092-558-3428

ウォールテクニカ（株） 10,000 －4011有法

塗１
福岡県大野城市大城４－１７－６〒816-0911

松尾　恭宜106352

TEL 0946-42-5041

楠田工務店（株） 5,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉郡筑前町安野１０３－５〒838-0213

楠田　博106353

TEL 0946-24-2066

柴田商事 －4006無個

建１
福岡県朝倉市馬田３３３〒838-0058

竹田　信二106355

TEL 092-963-5167

（株）住田ポンプ機工 10,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡新宮町花立花３－３－４〒811-0103

住田　愼人106356

TEL 092-891-0145

（株）エクス・プロ 2,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市西区福重４丁目５番１７号〒819-0022

古川　司郎106357

TEL 092-832-8382

錦電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区南庄１－１８－２３〒814-0031

原田　和美106358

TEL 092-410-4312

（株）ＭＯＴＯＯＫＡ 5,000 －4001無法

土１と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４１２－４〒811-2413

山口　伸彦106359

TEL 092-432-1788

（株）ガリレオコーポレーション 100,000 －4001有法

建１電１管１
福岡県福岡市博多区上牟田一丁目７番６号〒812-0006

百合永　勝彦106360

TEL 092-944-0448

（有）コパ 3,000 －4001無法

タ１ガ１塗１内１具１
福岡県古賀市青柳町１８８－１６〒811-3133

仲　文雄106362

TEL 093-473-5583

日東設備 －4008無個

電１具１
福岡県北九州市小倉南区葛原１－１１－２２〒800-0251

白築　美保子106363

TEL 093-642-6533

（有）足立工務店 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区竹末２－９－１〒806-0045

水野　暢之106364
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TEL 093-923-7736

山城建設（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区上葛原２－１１－８〒800-0255

廣本　省三106365

TEL 093-291-5231

（株）アクアテック 10,000 －4008有法

機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良４８５－１２〒811-4311

堂元　智洋106367

TEL 093-602-2427

中尾建設 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市八幡西区松寿山１－９－１５〒807-0855

中尾　徹106368

TEL 092-477-7778

（株）ロプト 4,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２１－１４〒812-0016

冨田　直良106369

TEL 092-404-2391

（株）シンセイテック 1,000 －4001無法

電１管１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵１０８７－１〒811-2113

馬場　信106370

TEL 092-947-2651

（有）粕屋クレーン 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲６４９－１〒811-2413

藤野　堅二106371

TEL 092-260-7887

（株）久未建塗 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２８７６－３〒811-2304

久富　猛106372

TEL 092-919-7791

（株）協栄 5,000 －4011無法

土１と１電１
福岡県筑紫野市大字山家５１０８－１〒818-0003

伊藤　達治106373

TEL 092-922-1456

大和輸送機器（株） 13,000 －4011有法

機１
福岡県筑紫野市大字阿志岐１１５８〒818-0011

田代　貢106374

TEL 0942-27-9435

（株）Ｈｏｍｅ　Ｅｓｔａｔｅ　Ａｏｉ 3,000 －4002有法

建１塗１
福岡県久留米市諏訪野町１６３４－９〒830-0037

田中　忠徳106377

TEL 0944-53-6414

池田園芸 －4003無個

土１園１
福岡県大牟田市大字久福木３１８〒837-0915

池田　了子106378

TEL 0942-47-1186

中島テック（株） 10,000 －4002無法

機１
福岡県久留米市善導寺町木塚２４１－１〒839-0082

中島　光俊106379

TEL 092-400-1527

（株）アーヴェルクリエイト 20,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１
福岡県福岡市早良区原３－１８－４０〒814-0022

川原　司106380



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1036頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-42-5842

研寿 －4009無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県田川市大字猪国２８８５〒826-0045

石井　和寿106381

TEL 0948-28-6605

（株）松岡冷機 3,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市花瀬３０７－７〒820-0045

松岡　隆106382

TEL 0948-82-4380

中嶋内装 －4010無個

内１
福岡県飯塚市綱分６８９－１５〒820-0101

中嶋　健二106383

TEL 0948-26-5555

（株）環境特殊 5,000 －4010有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県飯塚市大日寺上ノ原１３４６－４０〒820-0046

田中　宏治106384

TEL 0949-32-3501

（株）ＫＳＫ 5,000 －4004無法

土１管１鋼１機１水１
福岡県宮若市宮田２７６－１４６〒823-0011

俣賀　幸子106385

TEL 0949-24-7935

（有）松﨑建設 5,000 －4004無法

土１
福岡県直方市大字山部４３４－１〒822-0034

松﨑　進106386

TEL 093-871-6831

共立カッター －4008無個

と１解１
福岡県北九州市戸畑区幸町３－１６－１０３〒804-0084

和田　松男106387

TEL 092-589-3339

光建（株） 20,000 －4001無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県福岡市博多区南本町１－４－５－３０－３〒812-0883

井之上　誠106389

TEL 0946-42-8021

心建築工房（株） 5,000 －4006有法

建１
福岡県朝倉郡筑前町東小田１０５５－１〒838-0214

下村　達夫106390

TEL 092-932-1122

（株）オートファニチャー 10,000 －4001有法

内１
福岡県糟屋郡宇美町原田２－１０－１〒811-2132

小田　富昭106391

TEL 092-691-5094

（株）宮崎園芸 5,000 －4001無法

土１園１
福岡県福岡市東区青葉３－２９－８〒813-0025

大石　博義106392

TEL 092-285-3492

想家工房（株） 9,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市針摺東１－６－３〒818-0081

上田　辰也106393

TEL 092-862-5172

田口左官工業 －4001無個

左１
福岡県福岡市早良区原８－１８－３〒814-0022

田口　和人106396



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1037頁

福岡県
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TEL 093-611-3636

帆足表具店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町３－２０－２〒807-0842

帆足　敏106398

TEL 093-967-8395

（株）サン友創作工房 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区徳吉南４－６－４〒803-0279

武谷　昌典106399

TEL 0943-37-0365

野中　建設 －4007無個

土１と１
福岡県八女市立花町下辺春２３１７〒834-0073

野中　幸広106401

TEL 0943-22-7302

トータルエクステリア －4007無個

と１
福岡県八女市緒玉５２２－１〒834-0041

丸林　弘道106402

TEL 0942-35-6589

（株）村上電設 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市津福今町３０７－２〒830-0061

村上　輝一106403

TEL 093-435-3331

（有）光和ルーフ技建 3,000 －4005無法

建１
福岡県京都郡苅田町港町７－２〒800-0315

堀　マリコ106405

TEL 092-555-9452

（株）夢ＬＩＳＴ 3,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市大字西畑５９２－４〒811-1246

高川　周士106408

TEL 092-611-6431

トーホーサッシ（株） 34,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市東区馬出６－１４－２６〒812-0054

大庭　裕美106410

TEL 092-521-8724

（有）豊栄水道工業所 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区平尾１－３－１６〒810-0014

豊丹生　庸児106412

TEL 092-407-3305

（株）福岡みらい建装 10,000 －4001無法

大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市早良区賀茂４－３３－８〒814-0164

井手　京子106414

TEL 0930-52-1115

山根組 －4005無個

土１舗１水１
福岡県築上郡築上町大字東築城２２７〒829-0101

山根　優106415

TEL 0947-31-4015

エー・ジー・ケー（株） 8,500 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川郡添田町大字庄８４１〒824-0601

赤熊　明人106416

TEL 093-982-4632

（株）中野 500 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区志井６－４－３０〒802-0985

中野　久光106417
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TEL 093-647-7828

（株）アール防災システム 1,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市八幡西区黒崎３－６－６〒806-0021

堀口　隆祐106418

TEL 093-617-2290

（株）未輝設備 5,000 －4008無法

土１建１と１電１管１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区大字笹田１２－１２１〒807-1265

松野　敏明106419

TEL 092-292-2301

やまうち工務店（株） 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区対馬小路１－２０〒812-0020

山内　年博106420

TEL 0948-23-2279

（株）福岡シービー 10,000 －4010有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県飯塚市平恒２６３－１２９〒820-0073

田中　堅治106421

TEL 0949-26-1887

（株）権堂建設 5,000 －4004無法

土１
福岡県直方市大字感田２４７１〒822-0001

権堂　安幸106422

TEL 0948-52-1221

オリジンジャパン（株） 30,000 －4010無法

土２と２石２舗２し２水２解２
福岡県嘉麻市下山田８４４－１９〒821-0011

阪田　幸之助106424

TEL 0948-65-5576

オガタス住設 －4010無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２８－６３６〒820-0607

緒方　雅徳106425

TEL 0947-72-4997

東本工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２０３２〒827-0003

東本　昌弘106427

TEL 0930-42-2250

（株）シノダ建工 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡みやこ町犀川横瀬１２６１〒824-0244

篠田　佳代子106428

TEL 093-931-8801

総合住設（株） 5,000 －4008無法

電１内１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－２－４〒802-0062

松永　優二106429

TEL 0943-24-3111

（株）タナカ鋼建工業 20,000 －4007無法

建１鋼１
福岡県八女市納楚７７０－６〒834-0004

田中　千稔106431

TEL 0947-50-7770

リフォームのかわむら －4009無個

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県田川市大字夏吉１８４９－２〒825-0004

川村　文明106433

TEL 0930-56-2992

進建築 －4005無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県築上郡築上町大字日奈古７１９－１〒829-0322

進　成人106437
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TEL 092-410-6402

（株）大久保工業 1,200 －4001無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区塩浜１－３－３３〒811-0203

大久保　祥二106440

TEL 092-892-7530

（株）栄和住建 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区拾六町５－６－１〒819-0041

立野　滋久106441

TEL 092-503-8187

吉松砕石（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１舗１し１
福岡県福岡市博多区大字立花寺４９７－１〒812-0862

吉松　和隆106442

TEL 092-980-1910

（株）豊福 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区板付６－３－２３〒812-0888

豊福　靖二朗106443

TEL 092-555-6471

（株）六角屋 3,000 －4011無法

塗１防１
福岡県那珂川市今光２－９０－１〒811-1211

六角屋　浩106445

TEL 0946-21-1033

ウエノギケン －4006無個

と１
福岡県朝倉市甘木１６９４－１〒838-0068

上野　一紀106446

TEL 092-811-1920

（株）モリモト 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市西区野方５－３８－１５〒819-0043

北村　正彦106447

TEL 092-542-3209

（有）　健興業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区皿山４－１４－８〒811-1365

　　　直子106448

TEL 092-936-9380

南里造園土木 －4001無個

と１園１
福岡県糟屋郡志免町南里３－３－２２〒811-2207

南里　直毅106449

TEL 092-942-2987

栗原建設（株） 2,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市川原１２９５番地〒811-3132

栗原　昭二106450

TEL 093-777-6986

（株）Ｋ・Ｓ・Ｓ 5,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市八幡西区金剛３－８－１７〒807-1263

近藤　茂実106452

TEL 093-283-3583

（合）中村 800 －4008有法

建１
福岡県遠賀郡岡垣町公園通り３－１－２４〒811-4235

中村　光106453

TEL 093-964-0446

福田工務店（株） 5,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市小倉南区大字志井字笹原１０１８－３〒802-0985

福田　修二106455
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TEL 093-692-5545

（有）宮野建装 3,000 －4008有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区本城東１－１１－２７〒807-0815

宮野　甲介106456

TEL 092-408-8082

（株）うーの家 10,000 －4011無法

建１
福岡県太宰府市国分２－１－９〒818-0132

　久　あゆみ106460

TEL 092-834-5995

山越建総（株） 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１板１内１
福岡県福岡市城南区七隈３－７－１５〒814-0133

山越　源基106461

TEL 092-864-7233

（株）拓デン 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区南片江５－５－１〒814-0143

小室　拓也106463

TEL 092-803-0121

（有）伊藤組 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市早良区内野７－１６－１３〒811-1123

伊藤　忠明106464

TEL 0943-32-8034

前田建設 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字藤田９１０－１７〒834-0123

前田　光弘106465

TEL 0942-35-6016

（株）城関 5,000 －4002無法

土１と１石１管１舗１塗１水１解１
福岡県久留米市津福本町２０５６－５〒830-0047

古賀　武人106467

TEL 0944-74-0223

堤工業（株） 55,000 －4003無法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県柳川市下宮永町６２０〒832-0059

堤　義治106468

TEL 092-575-1919

ステップ技建（有） 3,000 －4011無法

管１内１
福岡県春日市須玖南４－１０５〒816-0863

松永　修106469

TEL 093-967-8864

（株）北栄 5,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市小倉南区下城野２－６－３０〒802-0804

尾﨑　寿康106472

TEL 093-451-5232

（有）北九工芸 5,000 －4008無法

大１左１タ１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉南区新道寺９６８〒803-0186

坂口　剛106473

TEL 093-383-0968

（株）センショウ 20,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区上石田１－６－３５〒802-0833

小清水　進也106475

TEL 093-245-8664

（有）北九州メディアシステム 4,000 －4008無法

電１
福岡県中間市弥生１－２３－３１〒809-0028

中山　康廣106476
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TEL 093-617-2933

中島土木 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区香月西２－８－２〒807-1103

中島　和久106477

TEL 093-981-0655

（株）川田電気 100 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区引野２－２－６〒806-0067

川田　見二106478

TEL 093-671-3678

ビッグサービス －4008無個

電１管１
福岡県北九州市八幡東区祇園原町１２－１５〒805-0066

細川　真也106481

TEL 092-933-4020

九州サン建設（有） 6,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南１－１－４１〒811-2101

友田　正春106485

TEL 092-933-6040

藤博左官 －4001無個

土１左１と１舗１
福岡県糟屋郡宇美町明神坂１－１８－８〒811-2122

藤井　正博106486

TEL 092-801-8313

（株）結樹工業 3,000 －4001無法

土１建１左１と１塗１防１
福岡県福岡市早良区有田５丁目１７番１０号〒810-0033

宮里　勇樹106487

TEL 093-953-9780

（株）セイホウ 1,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市小倉南区若園３－１６－３１〒802-0816

藤河　伸雄106489

TEL 092-921-9779

田中建設 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市むさしヶ丘２－１９－１６〒818-0043

田中　正信106491

TEL 092-843-0749

（有）橋本建装 5,000 －4001無法

塗１内１
福岡県福岡市早良区小田部１－２６－３１〒814-0032

橋本　義広106492

TEL 0944-59-9755

外﨑建設（株） 9,000 －4003無法

建１と１解１
福岡県大牟田市大字上内２２６１〒837-0902

江﨑　末人106495

TEL 0948-26-7990

（株）不動建設 5,000 －4010無法

建１大１と１
福岡県飯塚市目尾８７３－４〒820-0062

畑　敏行106496

TEL 092-502-8283

（株）システムパイプライン 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市南区弥永２－２－３１〒811-1323

有働　達也106499

TEL 092-400-8098

（株）スドウコーポレーション 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市南区曰佐４－２３－１－１０２〒811-1313

主藤　大信106500
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TEL 092-918-1773

（有）豊栄産業 3,000 －4011有法

土１と１
福岡県太宰府市水城６－１－９〒818-0131

西　隆行106501

TEL 092-692-4920

山中商会 －4001無個

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市東区名島３－２７－１－２０１〒813-0043

山中　博文106502

TEL 0942-52-1580

ドリームホーム（株） 10,000 －4007有法

建１
福岡県筑後市大字山ノ井３６２－６〒833-0031

近藤　大記106505

TEL 0947-23-2579

（株）竹中組 6,000 －4009無法

土１
福岡県田川郡川崎町大字池尻８８６－１４〒827-0002

竹中　圭司106507

TEL 092-482-2622

（株）Ｐ．ｓｕｐｐｏｒｔ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区半道橋１－１８－３０〒812-0897

大久保　美津代106510

TEL 092-963-3938

（有）ケイスリー・スタッフ 3,000 －4001無法

建１大１と１屋１内１
福岡県糟屋郡新宮町原上１６５６－１〒811-0101

小西　徹也106513

TEL 093-922-1357

（有）マスター社 3,000 －4008有法

土１と１舗１機１解１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１８ー２８〒802-0072

片村　勉106515

TEL 093-561-2286

吉武産業（株） 80,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区下到津４－５－２３〒803-0846

吉武　秀敏106517

TEL 093-230-5515

（有）高坊住設 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区湯川４－３－１２－１０１〒800-0257

佐土村　啓介106518

TEL 093-772-1025

（株）新星電機製作所 6,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市若松区南二島２－１５－１７〒808-0109

最所　宏文106520

TEL 092-582-0077

東亜防水リメーク（株） 35,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区柳瀬１－７－２０〒811-1321

久保　多代106521

TEL 0949-32-5250

（有）クリアテック 3,000 －4004有法

土１管１機１水１
福岡県宮若市芹田７３２－１〒823-0013

有吉　周行106522

TEL 0940-42-9595

タケヤ塗装工務店 －4008無個

塗１
福岡県福津市内殿１３９－７〒811-3205

竹屋　隆介106523
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TEL 092-411-8222

（株）Ａ－ＵＮ 8,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区榎田２－１－１９〒812-0004

音嶋　達矢106524

TEL 092-871-5939

（株）石津緑地建設 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市早良区野芥３－１９－１２〒814-0171

梶原　幹夫106525

TEL 092-692-6538

（株）ＡＳＡＨＩ 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区美和台７－１６－３〒811-0212

張本　秀利106526

TEL 092-410-4780

（株）高千穂綜合企画 5,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４７１－６－７０２〒811-2413

矢野　宗義106527

TEL 0948-72-0595

畠中造園土木 －4010有個

土１園１
福岡県飯塚市内住１２７０〒820-0713

畠中　秀次郎106528

TEL 093-281-3310

（有）エコー 8,000 －4008無法

電１管１
福岡県遠賀郡岡垣町糠塚７６０－２〒811-4213

草場　剛106530

TEL 093-923-3101

（株）西日本セラシステム 10,000 －4008有法

建１電１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘３－８－１３〒802-0052

稲生　誠二106532

TEL 092-596-5318

小川建設（株） 10,000 －4011無法

建１
福岡県大野城市上大利４－５－２０〒816-0955

小川　嘉雄106534

TEL 092-558-0205

福岡佐賀コンクリートポンプ（同） 80,750 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区三筑２－１７－３〒812-0887

井戸　貢106535

TEL 0943-77-3907

大工諌山 －4002有個

建１大１
福岡県うきは市浮羽町三春４１６－１〒839-1407

諌山　和則106538

TEL 0942-43-6144

（有）Ａｃｔｉｖｅ　Ｗｏｒｋｅｒｓ 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市高良内町３４３３－７〒839-0852

大坪　幹典106541

TEL 0943-72-1063

（株）田中板金工業 3,000 －4002無法

屋１板１
福岡県久留米市田主丸町野田１１５３－６〒839-1231

田中　誠治郎106543

TEL 0944-63-2234

瀬口舗道（株） 30,000 －4003有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
福岡県みやま市瀬高町文廣１９４５－６２〒835-0022

中原　秋義106544
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TEL 092-285-2381

（株）環境技研 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区麦野１－１３－６〒812-0882

原　正泰106545

TEL 092-806-0691

吉積造園 －4001有個

園１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原８４２〒819-0167

吉積　利寛106546

TEL 092-980-7464

福義建設（株） 10,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市南区柏原６－２１－１６〒811-1353

千々岩　心平106547

TEL 092-410-7022

（株）ＲＧＢ 5,000 －4001無法

電１
福岡県古賀市今の庄３－１２－１〒811-3117

池田　雅博106548

TEL 093-483-1101

山本工業 －4008無個

機１
福岡県北九州市門司区新門司３－５５－１〒800-0115

山本　三千春106549

TEL 093-283-3334

（有）光彩 5,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡岡垣町手野９５０〒811-4204

馬場　啓介106551

TEL 092-871-8784

和貴工業（株） 500 －4001無法

土１
福岡県福岡市城南区南片江１－２１－９〒814-0143

日高　正106553

TEL 092-565-6809

小城設備工業（株） 2,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区桧原４－２０－１６〒811-1355

鮎川　直樹106554

TEL 0942-47-1218

（株）誠和興建 5,000 －4002無法

土１と１舗１塗１
福岡県久留米市善導寺町木塚１４７８－１２〒839-0822

末次　幸子106555

TEL 0942-45-6601

下川建築板金 －4002無個

屋１板１塗１
福岡県久留米市東合川８－７－４４〒839-0809

下川　雅嗣106556

TEL 0944-62-4339

松藤工務店 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町本郷９４０－２〒835-0021

松藤　勝栄106558

TEL 0944-88-0350

古賀建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字一木１１３３－４〒831-0034

古賀　克巳106559

TEL 0946-22-5315

才田砕石工業（株） 100,000 －4006有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２
福岡県朝倉市下渕４７２〒838-0016

才田　善之106560
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TEL 093-451-5790

（株）平木試錐 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区長行東２－９－２－７０２〒803-0273

平木　伸治106561

TEL 093-602-3722

小川造園 －4008有個

土１と１石１舗１園１解１
福岡県北九州市八幡西区大膳２－５－１２〒807-0863

小川　正幸106562

TEL 092-558-8118

伝匠ほーむ（株） 5,000 －4011無法

建１消１
福岡県大野城市山田４－１０－８〒816-0922

梅野　秋松106563

TEL 092-408-4512

ヒガシ建装（有） 3,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市大字南面里３８６〒811-1236

東　孝之106564

TEL 092-408-8605

オトナリホーム（株） 8,000 －4011有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県太宰府市高雄１－３６６８－５〒818-0122

乙成　雅英106565

TEL 093-475-8648

（有）ミツワ総研 3,000 －4008有法

土１建１
福岡県北九州市小倉南区中吉田６－２７－１２〒800-0204

松井　克隆106566

TEL 0940-33-5220

福岡テクノス（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県宗像市稲元３－２－３０〒811-3406

南　昌孝106567

TEL 093-331-0036

（株）邑本興産 55,000 －4008有法

土２と１石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市門司区西海岸１－４－２０〒801-0841

邑本　高浩106568

TEL 093-619-3265

（株）山口舗道 9,500 －4008無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東２－４－１０〒807-1266

山口　和彦106569

TEL 092-691-4489

（株）松中組 3,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市東区青葉７－４４－１４〒813-0025

小野　義孝106571

TEL 092-834-4063

（株）悠興業 2,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区大字羽根戸１６８－１〒819-0038

石井　義隆106572

TEL 0947-32-2149

トリカイ工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡香春町大字中津原４３１－２〒822-1405

鳥飼　貴典106573

TEL 0947-42-7171

（有）サンキ工業 3,000 －4009有法

筋１
福岡県田川市大字川宮７１６－１〒826-0042

谷口　徹106574
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TEL 092-804-4324

尾﨑建設（株） 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市早良区脇山１－６－１６〒811-1111

尾﨑　賢次郎106575

TEL 0942-30-5891

（株）マツダペイント 5,000 －4002有法

建１と１塗１防１
福岡県久留米市宮ノ陣２－２－１０〒839-0801

松田　孝則106578

TEL 0943-23-3886

（株）池田設備 1,000 －4007無法

絶１
福岡県八女市吉田３６２－１〒834-0006

池田　智文106579

TEL 093-471-1058

幸森建設 －4008無個

大１
福岡県北九州市小倉南区貫弥生が丘３－１４－２２〒800-0234

幸森　啓輔106580

TEL 093-961-4241

林田工務店 －4008無個

大１
福岡県北九州市小倉南区志井４－４－７〒802-0985

林田　康弘106582

TEL 093-473-3157

（株）ＳＹＣテック 3,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市小倉南区下貫２－１４－２３〒800-0236

毛利　大輔106583

TEL 093-742-5019

（有）藤嶋工業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市若松区大字安屋２４１０－１〒808-0124

藤嶋　浩106584

TEL 093-203-1511

（株）エトウ 2,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県遠賀郡水巻町樋口７－６〒807-0002

江藤　秀東106585

TEL 093-961-2535

（株）花山組 22,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区徳力１－１－１８〒802-0974

華山　龍馬106586

TEL 092-952-7712

川　組 －4011無個

と１
福岡県那珂川市片縄１－５３〒811-1201

川　　政樹106587

TEL 093-321-1227

（有）松浦硝子店 3,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市門司区東門司１－１－１４〒801-0873

岩佐　典広106592

TEL 093-701-8220

（株）北九電工 5,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市若松区西畑町５－１２〒808-0043

佐々木　聖司106593

TEL 093-777-0050

日鉄物流八幡（株） 100,000 －4008有法

土２建２と２屋１電１管２鋼２舗２塗２内１機２水２解２
福岡県北九州市戸畑区大字戸畑４６４－２４〒804-0004

船方　秀司106594
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TEL 0942-27-1616

荒木エクステリア（株） 20,000 －4002無法

園１
福岡県久留米市荒木町白口１５９３－１〒830-0062

荒木　眞一106595

TEL 092-608-1520

（株）髙山電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区美和台新町２９－２０〒811-0201

髙山　功次郎106596

TEL 092-332-2038

九十九建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩西貝塚３０５－３〒819-1325

斎藤　研二106597

TEL 092-801-7080

自動ドア販売福岡（株） 10,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市早良区田隈１－１－２５〒814-0174

川口　鮮106598

TEL 092-410-6232

（株）ＥＲライフ 10,000 －4001無法

建１ガ１具１
福岡県糟屋郡須恵町須恵５０２－１〒812-2113

武脇　寛106599

TEL 092-596-3467

（有）牧瀬工務店 3,000 －4011無法

建１
福岡県春日市塚原台３－８５〒816-0841

牧瀬　正106600

TEL 092-985-1971

丸田電通工業（株） 5,000 －4001無法

土１と１電１鋼１通１
福岡県糟屋郡粕屋町仲原３－１４－１９〒811-2304

丸田　光年106601

TEL 092-834-5025

（株）権藤 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市早良区早良１－１１－１７〒811-1122

権藤　かおり106602

TEL 092-523-5870

（株）光栄 20,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区小笹３－７－６〒810-0033

原田　栄一106603

TEL 0947-32-3058

早友建設 －4009無個

建１
福岡県田川郡香春町大字柿下８８２－１〒822-1404

早友　和久106604

TEL 0942-33-5080

近藤建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市西町１５１－１１〒830-0038

近藤　義彦106610

TEL 0942-62-2201

坂井正記瓦 －4002無個

屋１
福岡県久留米市城島町大依１１２〒830-0205

坂井　幸弘106611

TEL 0944-33-1297

牟田建設 －4003無個

建１
福岡県三潴郡大木町大字筏溝３６２－３〒830-0425

牟田　好秀106614
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TEL 0943-22-5658

村尾建設 －4007無個

建１
福岡県八女市川犬１３６５〒834-0053

村尾　善博106615

TEL 092-652-3030

（株）九州ワコー 10,000 －4001有法

機１
福岡県糟屋郡久山町猪野７３７－６〒811-2503

黒川　與一106616

TEL 092-332-2202

直江設備 －4001無個

管１
福岡県糸島市瀬戸２５４－９〒819-1156

直江　敬四郎106617

TEL 092-586-5343

（株）ＮＩＰ 10,000 －4011無法

ガ１
福岡県大野城市御笠川４－５－５〒816-0912

中林　靖貴106618

TEL 092-321-0653

田中鉄筋工業（株） 3,000 －4001無法

筋１
福岡県糸島市本１４２６〒819-1151

田中　哲也106620

TEL 092-327-0767

（株）ティーアンドケー 3,000 －4001無法

絶１
福岡県糸島市志摩初１３７－２２〒819-1312

星子　俊美106622

TEL 093-681-4517

田嶋設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市八幡東区帆柱３－３－４３〒805-0056

田嶋　政信106623

TEL 093-622-6777

ダイトホーム（株） 10,000 －4008有法

建１大１屋１タ１塗１内１
福岡県北九州市八幡西区則松５－２３－３〒807-0831

古屋　康弘106624

TEL 093-642-6311

（株）アルカナデザイン 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区岸の浦１－１３－３０－９〒806-0034

上野　純一郎106625

TEL 092-409-2851

（株）システムプラン 5,000 －4001無法

土１建１と１石１電１鋼１舗１水１解１
福岡県福岡市南区平和２－１－１１〒815-0071

吉村　喜久生106626

TEL 0948-20-3797

（株）輝工業 3,000 －4010無法

土１建１と１石１鋼１解１
福岡県飯塚市大分７８５－２〒820-0712

原中　壽106627

TEL 092-558-1118

宮崎土木（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２－１６〒812-0863

野上　伸介106628

TEL 092-836-8100

（株）オハナ 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区梅林４－２９－２３〒814-0144

庄嶋　善則106631
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TEL 092-561-2576

ヒリュー装美（株） 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区長丘４－４－１０〒815-0075

井上　剛啓106632

TEL 092-761-6657

（株）協栄エレクトロニクス 20,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１〒810-0004

吉村　泰明106633

TEL 093-871-1126

（株）ナカスガ 10,000 －4008無法

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－４－９〒804-0031

中須賀　工106635

TEL 092-952-6223

一福設備 －4011無個

管１
福岡県那珂川市後野３－１－６〒811-1241

福本　誠一郎106636

TEL 092-452-0550

永渕タイル －4001無個

タ１
福岡県福岡市博多区那珂２－７－４〒812-0893

永渕　精剛106637

TEL 092-588-0773

（有）西建 3,000 －4011無法

屋１
福岡県春日市白水池３－６１〒816-0848

西村　貢106638

TEL 093-582-6805

（株）村谷工業 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１機１水１
福岡県北九州市小倉北区南丘１－９－１１〒803-0863

村谷　清孝106639

TEL 093-341-8598

山中建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区大字大積９０５－７〒801-0811

山中　等106642

TEL 0948-52-3507

（有）快建築舎 3,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市弁分１３７－９〒820-0088

石橋　慶一106643

TEL 093-451-9687

福澤保温 －4008無個

絶１
福岡県北九州市小倉南区高野１－８－１２〒803-0275

福澤　真市106646

TEL 093-952-5485

（有）東宝電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区富士見２－４－７〒802-0801

山下　幸太郎106647

TEL 092-567-7007

（株）海洋ソイルテック 2,000 －4001有法

井１
福岡県福岡市南区柏原２－２７－１６〒811-1353

木村　昭106648

TEL 092-885-3530

（有）佐伯電機設備 3,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市西区拾六町３－１１－１６〒819-0041

佐伯　正勝106649
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TEL 093-641-3930

九州福智開発（株） 5,000 －4008無法

土１建１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１塗１防１内１水１解１
福岡県北九州市八幡西区鉄竜２－１４－１１〒806-0058

高木　信行106652

TEL 092-558-4002

（株）晴栄建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県福岡市博多区東月隈４－７－６－１〒812-0854

相良　修二106653

TEL 092-407-9655

（株）アクティブ 10,000 －4001有法

建１左１と１屋１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市早良区四箇２－２－５３〒811-1103

春日　達也106656

TEL 0944-87-2620

信工業 －4003無個

と１
福岡県大川市上白垣１７５－１〒831-0012

花水　信一郎106657

TEL 0942-48-1105

（株）マルケン 10,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市上津町９４－２〒830-0052

丸山　豊子106659

TEL 0948-83-5515

（株）ロードシステム 5,000 －4010無法

と１
福岡県嘉麻市山野３４４－６〒820-0202

桑原　真理106660

TEL 0947-32-7125

（株）ＯＫＩＫＥＮ 5,000 －4009無法

内１
福岡県田川郡香春町大字香春１０１５－１〒822-1406

沖永　正直106663

TEL 0948-82-3437

（株）南里住建 5,000 －4010無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県飯塚市有井３５４－２１庄内ビル１Ｆ〒820-0112

南里　一仁106664

TEL 0946-22-7400

（株）ファイン設備 3,000 －4006有法

土１と１管１水１
福岡県朝倉市中島田１８６－２〒838-0032

嶋津　亮一106665

TEL 092-581-2031

春日建設（株） 6,000 －4011有法

土１と１舗１
福岡県大野城市白木原２－１－１０〒816-0943

大谷　正博106666

TEL 092-589-5105

（株）クレスト 1,500 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区井尻５－７－２１〒811-1302

　谷　征宏106668

TEL 0944-62-5580

（株）原鉄工所 3,000 －4003有法

鋼１機１
福岡県みやま市瀬高町文廣２０８２〒835-0022

原　晋一郎106669

TEL 0944-22-3105

杉野産業（株） 8,000 －4003無法

土１と１管１舗１し１水１
福岡県みやま市高田町永治７５２－２〒839-0202

杉野　公信106670
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福岡県
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TEL 0942-80-2201

ライトオフィサー －4002無個

大１
福岡県久留米市藤山町１７７０－６〒830-0053

塩塚　保貴106671

TEL 0942-47-5325

リョウケン工業（株） 5,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県久留米市善導寺町飯田１２５４－２〒839-0824

丸山　洋子106672

TEL 0948-82-2950

庭園工芸庭祥 －4010無個

園１
福岡県飯塚市高倉３８０〒820-0104

益野　祥治106673

TEL 092-624-9200

（株）ホンダ企画 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区筥松１－１２－４〒812-0061

本田　康興106674

TEL 092-331-1409

伊都電気サービス（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市千早新田１３－６〒819-1125

三栗野　敏一106676

TEL 092-929-6211

（有）トータルエンジニア 3,000 －4011無法

鋼１機１
福岡県筑紫野市大字柚須原４０７－８５〒818-0001

古賀　竜二106677

TEL 092-982-0073

松下商事 －4011無個

と１
福岡県那珂川市今光２－９１－３０１〒811-1211

松下　雄一106679

TEL 092-957-8228

（株）Ｍ’ ｓＮＥＴ 3,000 －4001無法

通１
福岡県糟屋郡志免町南里７－２－５〒811-2207

宮脇　成生106680

TEL 092-932-6909

（株）和氣設備 5,000 －4001無法

消１
福岡県糟屋郡須恵町須恵５０６番地〒811-2113

和氣　一也106681

TEL 093-293-5122

インテリア渡部 －4008無個

内１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３９３２－４〒811-4331

渡部　博106683

TEL 093-332-2100

（株）ヤマダ 1,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区栄町１１－２４〒801-0863

山田　洋嗣106684

TEL 093-287-5112

ＴＡＮＡＫＡ空調設備（株） 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸９－６〒802-0031

田中　秀明106686

TEL 093-631-9440

（株）山電 28,000 －4008有法

電１管１通１消１
福岡県北九州市八幡西区割子川２－１５－３４〒806-0064

竹下　博106687
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TEL 093-701-2616

（株）梅田基工 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市若松区東二島３－１３－６〒808-0102

梅田　三智子106688

TEL 092-985-6722

（株）カワナミ建設 3,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市塔原東１－６－７〒818-0059

川波　謙語106693

TEL 093-222-3991

匠建装 －4008無個

具１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋９３１－２〒807-0133

中村　建治106694

TEL 093-871-7373

森塗装店 －4008無個

塗１
福岡県北九州市戸畑区南鳥旗町１－１４〒804-0074

森　隆之106695

TEL 093-243-5580

（株）アリタ 23,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県中間市長津３－１８－３〒809-0036

有田　晴美106696

TEL 092-322-3811

池野塗装店 －4001無個

塗１
福岡県糸島市神在１３８７－５〒819-1123

池野　道明106697

TEL 092-710-1228

（株）林空調電気工業 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市南区長岡４－５－９〒814-0075

林　義己106699

TEL 092-652-2951

（株）タプローテクト 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒２００－２〒811-2415

坂井　勝広106700

TEL 092-862-7702

（株）トラスト 2,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市早良区田隈１－１－２３〒814-0174

山本　剛106701

TEL 092-986-2534

（株）幸創建設 3,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市片縄北７－１７－８〒811-1203

野田　政博106702

TEL 0943-77-3113

佐藤工業 －4002無個

左１
福岡県うきは市浮羽町西隈上４１１－８〒839-1404

佐藤　啓一106704

TEL 0948-25-6001

（株）祐徳建設 5,000 －4010無法

大１と１
福岡県飯塚市伊川５１０〒820-0054

加藤　日寛麿106705

TEL 0942-50-5388

訓工業（株） 1,000 －4007無法

と１解１
福岡県筑後市長崎９９－１〒833-0042

樋口　訓106707
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TEL 093-619-0507

エコ・ライン九州（有） 5,000 －4008有法

土１通１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１６－１６〒807-1113

江藤　浩志106708

TEL 092-407-2323

（株）アイテム 30,000 －4001有法

建１電１
福岡県福岡市早良区有田４－１－３７〒814-0033

別宮　伸一106710

TEL 092-952-2827

（有）プラス化建・工法研究所 3,000 －4011有法

大１屋１タ１内１
福岡県那珂川市片縄東１－２６－５〒811-1201

副島　孝子106712

TEL 0942-77-1008

大工家 －4002無個

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字甲条１０５０－１〒830-1212

鶴田　亮106713

TEL 0942-22-2490

千石緑建 －4002無個

土１と１園１
福岡県久留米市藤山町２２０－９４〒830-0053

鬼木　正利106714

TEL 092-847-3255

（株）モリタ 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市早良区南庄３－２－１〒814-0031

田代　純一106716

TEL 0943-32-1857

中川原電業 －4007無個

電１
福岡県八女郡広川町大字吉常８８〒834-0104

中川原　泰106717

TEL 0942-27-3769

（有）国土環境美装 3,000 －4002有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市荒木町荒木６８１－１〒830-0063

川﨑　裕之106718

TEL 0944-53-5954

平瀬内装工業 －4003無個

内１
福岡県大牟田市大字歴木４３１－５〒837-0924

平瀬　和博106720

TEL 0944-22-2791

橋本工業（有） 5,000 －4003無法

機１
福岡県みやま市高田町上楠田１８４８－２〒839-0225

橋本　愼也106721

TEL 092-985-8772

（株）アラツホーム 5,000 －4011無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県筑紫野市二日市南２－７－２１〒818-0057

荒津　健吾106724

TEL 092-985-2288

（株）グラヴィス 1,000 －4001無法

土１と１鋼１
福岡県古賀市中央５－１８－８〒811-3103

樋口　嘉彦106725

TEL 093-522-7050

（株）ワイズコーポレーション 3,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市小倉北区京町４－４－２２〒802-0002

木代　和彦106728



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1054頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-51-5295

（株）アイルクリエーション 1,000 －4008無法

建１塗１
福岡県福津市花見が浜１－４－８〒811-3216

隅屋　裕之106729

TEL 09496-2-6716

池口電気工事商会 －4010無個

電１
福岡県飯塚市勢田１８５４－６〒820-1111

池口　義章106730

TEL 092-503-1850

ユージーエンジニアリング（株） 40,000 －4001無法

土２と２管２舗２塗２防２水２
福岡県福岡市博多区金の隈３－１６－６６〒812-0863

宇賀　良太106731

TEL 0948-43-1812

（株）金生 100 －4010無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉麻市牛隈２５１０－１１５〒820-0301

瓜生　ムツ子106732

TEL 093-611-5200

（株）金村組 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区下上津役元町７－１〒807-0076

金村　保勝106733

TEL 0949-28-9746

（株）スウズ 15,000 －4004有法

土１と１解１
福岡県直方市大字下境１０－１〒822-0007

高村　恵美106734

TEL 0944-53-7368

矢部川電気工業（株） 25,000 －4003有法

電１
福岡県大牟田市浄真町１１〒836-0844

阪本　英司106735

TEL 093-471-4331

（株）橋口工務店 3,000 －4008有法

土１建１
福岡県北九州市小倉南区下貫２－１０－３７〒800-0236

橋口　勝利106737

TEL 0942-77-4222

（有）北斗工業 3,000 －4002無法

と１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈９８－１〒830-1226

北﨑　勝繁106738

TEL 0942-62-3215

（有）藤本商事 6,000 －4002有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県久留米市城島町内野５６－２〒830-0204

藤本　公明106739

TEL 093-616-6336

（株）成雄 3,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区大字則松５６５－１〒807-0831

武末　成司106740

TEL 092-410-2590

金蔵保安（株） 3,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区多々良２－２－５リバーハウス１－１〒813-0033

金蔵　順子106742

TEL 092-410-7507

（株）土利建設 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲１２６－２〒811-2413

土元　利夫106743



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1055頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-894-7244

（有）成 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区戸切３－４０－１１〒819-0032

成清　錠治106744

TEL 092-263-7766

（株）建築企画コム・フォレスト 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区中洲５－６－２４〒810-0801

林田　俊二106745

TEL 092-804-8590

北　設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市早良区大字西２１０１〒811-1131

北　　泰之106747

TEL 0947-72-3286

中村総合建設 －4009無個

土１舗１
福岡県田川郡川崎町大字田原１５４４〒827-0004

中村　恭一106750

TEL 092-603-0011

太田工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区大岳１－１０－３２〒811-0322

太田　祐一106751

TEL 093-612-3621

（株）フロントライン 8,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
福岡県北九州市八幡西区上上津役３－１９－３２〒807-0072

竹内　和久106752

TEL 092-558-7990

大伸電設（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区弥永３－１０－１７〒811-1323

勝木　大輔106753

TEL 092-410-4140

（株）サンエーテクノ 3,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南３－１０－１９〒811-2126

秋永　正信106754

TEL 092-942-1678

スチール工房ＴＯＭＩＮＡＧＡ －4001無個

鋼１
福岡県古賀市花見東４－８－３５－２〒811-3112

富永　純一郎106755

TEL 0947-73-2642

（株）ナカシマ水道 5,000 －4009無法

土１管１水１
福岡県田川郡川崎町大字田原１６９９－１〒827-0004

中村　孝司106758

TEL 0944-55-0330

スマイルホーム（株） 90,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市日出町３－４６－１〒836-0802

今村　成剛106759

TEL 0944-56-4196

（株）山本商会 1,000 －4003無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県大牟田市大字宮部１２３－４〒837-0914

山本　義秋106760

TEL 0943-23-2756

カネサダ建設 －4007無個

建１
福岡県八女市矢原２７８－１〒834-0044

井上　和則106761



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1056頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-36-8003

（株）リフォームイレブン 300 －4008無法

塗１
福岡県宗像市田熊１－４－２０〒811-3431

中川　哲眞106763

TEL 092-871-1736

豊明産業（株） 9,000 －4001無法

土１建１と１舗１塗１解１
福岡県福岡市城南区堤１－２０－３〒814-0151

岡部　将106765

TEL 092-437-8911

トラストパーク（株） 421,352 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－１８〒812-0016

山川　修106766

TEL 0948-57-2526

豊設備 －4010無個

管１
福岡県嘉麻市宮吉１３５〒820-0312

田中　豊106768

TEL 0948-42-8868

（株）宮﨑電設工業 1,000 －4010無法

電１
福岡県嘉麻市漆生５９８－１１〒820-0201

宮﨑　雅浩106769

TEL 092-611-5211

新地研工業（株） 20,000 －4001有法

井１
福岡県福岡市東区原田１－４２－４１〒812-0063

橋本　孝太郎106772

TEL 092-512-1818

山下建装 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区若久６－７１－２３〒815-0042

山下　宏貴106773

TEL 092-671-7689

森田建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区八田３－１２－２２〒813-0031

森田　茂昭106775

TEL 092-607-0394

（有）住環境整備 3,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市東区美和台６－２４－１３〒811-0212

久永　一寿106778

TEL 093-644-7555

（株）サトプラン 3,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水１－３－３１－５０２〒806-0051

里仲　公子106782

TEL 0947-45-8585

今正実業（株） 10,000 －4009有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川市大字川宮１７７６－１〒826-0042

今宮　一成106784

TEL 0947-23-1280

中嶋工務店 －4009無個

土１
福岡県田川郡香春町大字香春１２２７－９〒822-1406

中嶋　貞美106785

TEL 0942-47-4848

（株）茶花の里 10,000 －4002有法

園１
福岡県久留米市善導寺町木塚３０３－２８〒839-0822

高良　剛寿106786



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1057頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-87-3835

（株）ファニルカ 5,000 －4003有法

内１
福岡県大川市大字酒見１４３９－１〒831-0006

内藤　はる香106787

TEL 0944-52-6632

河村塗装 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市大字久福木５５５－５〒837-0915

河村　信一106788

TEL 0946-42-2032

（有）丸勝 3,000 －4006有法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県朝倉郡筑前町松延６６５〒838-0224

倉掛　善識106792

TEL 0944-88-8872

（株）龍創建 5,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１
福岡県みやま市山川町尾野１７０６－９〒835-0102

龍　眞理子106794

TEL 092-588-6160

（株）ｎｏａ建築工房 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区麦野４－１５－３〒812-0882

大木　裕憲106795

TEL 092-477-3580

ハイテックジャパン（株） 30,000 －4001有法

土１塗１防１
福岡県福岡市博多区那珂３－２３－１〒812-0893

湊　幸大106796

TEL 093-244-7788

（株）原吹付塗装 3,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県中間市岩瀬２－２６－１５〒809-0011

原　裕之106801

TEL 093-884-0120

バリューズ・ロード（株） 1,000 －4008無法

舗１
福岡県北九州市戸畑区東大谷３－２０－５〒804-0031

倉永　眞由美106802

TEL 093-962-3040

（株）森川工業 5,000 －4008無法

と１鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区横代南町５－３－２３〒802-0826

森川　政彦106803

TEL 093-952-1060

イーホーム（株） 5,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉北区足原２－１０－１６〒802-0043

安枝　博信106804

TEL 093-201-2100

石井電気工事店 －4008無個

電１
福岡県遠賀郡水巻町二西４－１３－２０〒807-0055

石井　宏典106806

TEL 092-552-2200

富国電設（株） 49,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市南区清水２－１５－１８〒815-0031

八谷　レイ子106807

TEL 093-223-0726

寿塗装 －4008無個

塗１
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町６－６３〒807-0111

清水　一徳106810



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1058頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0946-42-5717

堺設備工業 －4006無個

管１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈１６５－２３〒838-0215

堺　信幸106811

TEL 092-531-3066

福岡市管工事（同） 125,000 －4001無法

土１管１舗１水１
福岡県福岡市中央区平和３－２０－１０〒810-0016

藤　成德106813

TEL 0948-62-2041

セイブ住宅 －4010無個

土１建１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師４９５３－１６〒820-0607

篠原　森雄106815

TEL 0942-46-3111

（株）ＥＣＯＭ 3,000 －4002有法

電１
福岡県久留米市諏訪野町１８２６－５〒830-0037

古賀　秀機106816

TEL 0943-24-1760

堤建設 －4007無個

建１
福岡県八女市山内３６－１〒834-0012

堤　藤義106817

TEL 092-292-8613

（株）キュウエイ 3,000 －4001無法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県福岡市東区原田２－２０－２８〒812-0063

別當　毅彦106818

TEL 092-411-2767

（株）博多防災ビルシステム 3,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１－１福岡朝日ビル４階〒812-0011

田代　政幸106820

TEL 092-633-2511

西部ガス情報システム（株） 400,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区千代１－１５－２７〒812-8637

黒田　明106821

TEL 0942-43-5675

（株）藤野建設 5,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市高良内町３７６５－５〒839-0852

藤野　昌則106822

TEL 092-324-2335

ブリック（有） 3,000 －4001無法

内１
福岡県糸島市篠原東１－２０－３０〒819-1128

中田　稔106823

TEL 092-953-1535

（株）フォーレック 1,000 －4011無法

と１筋１
福岡県那珂川市大字東隈３－１〒811-1243

清武　多代106824

TEL 092-921-3440

（株）伸光 3,000 －4011無法

土１と１舗１水１
福岡県筑紫野市俗明院１３２－２〒818-0067

中山　美乃106825

TEL 092-577-6374

（株）セイリュウ工業 5,000 －4011無法

管１絶１
福岡県太宰府市大佐野１－６－１０〒818-0134

花田　博正106826



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1059頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-53-1313

グリーンランド開発（株） 100,000 －4003有法

土１と１解１
福岡県大牟田市四山町９－３〒836-0067

田中　宏昌106829

TEL 092-511-1333

（株）建設職人集団 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市南区野間２－７－１〒815-0041

原田　誠106830

TEL 0940-62-5210

（株）小池工業 5,000 －4008無法

と１
福岡県宗像市冨地原３９５－１〒811-4154

小池　直之106831

TEL 092-962-1773

（有）新設 3,000 －4001有法

電１管１
福岡県糟屋郡新宮町大字三代６１８－２〒811-0111

白川　貴訓106832

TEL 092-201-5909

（株）石橋美建 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区雁ノ巣２－２２－２５〒811-0206

石橋　聖106834

TEL 092-562-0021

（株）パワー企画 9,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区清水３－２５－１３〒815-0031

福田　和美106837

TEL 093-246-5805

インテリアｉｎｇ －4008無個

内１
福岡県中間市岩瀬２－１６－１〒807-0845

安廣　肇106838

TEL 093-923-2732

北九ビルシステム（有） 3,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区下城野２－１－１２〒802-0804

森田　謙一郎106839

TEL 093-863-0609

田中建装 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区中井３－１－１８〒803-0836

田中　良一106840

TEL 093-953-8934

（株）Ｔ・Ｍエンジニアリング 5,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市小倉北区井堀３－１－３〒803-0835

松井　智幸106841

TEL 093-751-7123

（株）壮栄 25,000 －4008無法

土１建２大２と１石１屋２電１タ２鋼１舗１し１内２水１解１
福岡県北九州市若松区北浜２－４－８〒808-0023

梶原　滋幸106843

TEL 092-952-2439

（有）那珂川事業センター 5,000 －4011有法

土１管１し１水１
福岡県那珂川市下梶原１－１０－２６〒811-1222

川嶋　奉幸106844

TEL 0942-38-2008

（株）駅前工務店 21,000 －4002有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県久留米市東櫛原町２８５１－１〒830-0003

米倉　武志106846
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TEL 0940-33-4556

（株）田中組 3,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県宗像市ひかりヶ丘４－６－７〒811-3403

田中　聖徳106848

TEL 0940-32-0375

武丸地建 －4008有個

建１
福岡県宗像市石丸２－６－６〒811-4147

武丸　雄治106849

TEL 093-777-7775

（株）ダイ工務店 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区下貫４－９－４０〒800-0236

臺　博吉106850

TEL 092-572-2972

（株）ＫＯＵＥＩ 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区南本町１－４－３－１０６〒812-0883

林　弘一106851

TEL 093-871-6786

（株）ビーイングアンドシステム 3,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市戸畑区新池２－６－９〒804-0082

三浦　伸文106852

TEL 0930-25-3979

（株）神﨑塗研 6,000 －4005無法

と１塗１防１
福岡県行橋市大字稲堂２１７１－４８〒824-0022

神﨑　哲史106853

TEL 092-565-2806

（有）データ・テック 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市南区柏原６－３８－１８〒811-1353

早田　清彦106854

TEL 092-836-6267

（株）神宮電設 8,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区原４－２６－１０　ビルディング原田４０６号〒814-0022

神宮　希人106855

TEL 092-410-5570

草加工業（有） 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬８４５－５〒811-2412

草加　紘行106856

TEL 092-408-9868

（株）幸栄設備工業 5,000 －4011無法

管１消１
福岡県筑紫野市大字古賀４９－１〒818-0047

竹部　幸治106857

TEL 092-952-7451

（有）中川電工 10,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市今光７－１－２２〒811-1211

中川　正直106858

TEL 092-985-5597

（株）安東設備 5,000 －4011無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県筑紫野市大字牛島３１８〒818-0014

安東　秀明106859

TEL 092-581-0331

渡辺鉄工（株） 100,000 －4001有法

電１管１鋼１機１
福岡県福岡市博多区相生町１－２－１〒812-0885

渡邉　剛106860
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TEL 0943-76-2390

（株）生野建設 5,000 －4002無法

土１と１
福岡県うきは市吉井町橘田２７２〒839-1307

生野　善弘106862

TEL 0942-64-3870

英樹園 －4002有個

土１と１園１
福岡県久留米市三瀦町西牟田７３－１〒830-0111

大津　静生106863

TEL 093-616-1785

（株）真誠 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区本城学研台２－１９－４〒807-0807

桶本　義則106864

TEL 093-952-7332

（株）シノテック 3,000 －4008有法

と１鋼１
福岡県北九州市小倉北区白銀２－１－１７－２０３〒802-0074

篠本　哲主106866

TEL 093-962-4728

（有）建設業えとう 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区北方３－７０－３７〒802-0841

江藤　一美106868

TEL 0940-42-1890

藤原建設 －4008無個

建１
福岡県福津市中央２－５－３９〒811-3217

藤原　和志106869

TEL 092-811-5777

エスティ建材（株） 20,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１塗１水１
福岡県福岡市西区大字吉武７１５〒819-0036

福本　憲一106870

TEL 092-623-9205

（株）丸善電業 5,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区吉塚４－３－３７－１〒812-0041

田中　秀善106872

TEL 092-593-4470

ネクスト管工 －4001無個

消１
福岡県福岡市博多区諸岡３－３３－４５－３０７〒812-0894

土谷　武士106873

TEL 092-980-1887

龍智商事（株） 1,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石３４８－４〒811-2221

安松　龍行106874

TEL 0949-52-6788

（株）サクラスキルテック 10,000 －4004無法

塗１
福岡県直方市大字感田２３２６－１〒822-0001

伊東　八千代106875

TEL 093-244-0169

（有）永井組 5,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県中間市東中間３－１６－２〒809-0019

永井　孝晋106877

TEL 093-474-8388

（株）ＩＳＤ 5,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区葛原１－６－３０〒800-0251

石本　公崇106878
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TEL 0948-28-1948

安建（株） 10,000 －4010無法

建１大１左１石１タ１塗１防１内１
福岡県飯塚市伊岐須２１６－６３〒820-0053

安東　孝106881

TEL 0947-44-4418

（株）ナカトウ工務店 5,000 －4009無法

大１内１
福岡県田川市西本町６－８〒826-0024

中藤　良行106882

TEL 093-434-6560

（有）はるだや産業 5,000 －4005有法

管１
福岡県京都郡苅田町大字尾倉３４０２－１〒800-0353

沖永　昭徳106883

TEL 0930-52-0574

橋本建設（株） 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県築上郡築上町大字赤幡１８７－８〒829-0112

橋本　康正106884

TEL 0979-53-9911

カワノ組 －4005無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県豊前市大字大西７９４－１〒828-0064

河野　正二106886

TEL 0942-35-5519

大京建宅（有） 5,000 －4002有法

土１建１と１管１舗１水１
福岡県久留米市津福今町４０４－３４〒830-0061

教楽木　久萬106888

TEL 0946-72-2737

（有）伊藤建設 3,300 －4006無法

土１と１舗１水１解１
福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山２３２７〒838-1701

伊藤　寿生106890

TEL 0946-23-8201

（株）テイキング・ワン 1,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市堤１５４９－１１〒838-0062

田篭　武彦106892

TEL 0942-64-2033

（株）益建 5,000 －4002無法

土１と１舗１し１水１
福岡県久留米市三潴町西牟田６４４２－１〒830-0111

黒田　益信106893

TEL 0948-42-7039

福冨建設（株） 5,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県嘉麻市稲築才田２００ー１〒820-0204

森重　良子106894

TEL 0943-42-0357

笹原セメント工業所 －4007無個

左１屋１
福岡県八女市黒木町木屋２８２６－１〒834-1204

笹原　辰司106895

TEL 093-681-6396

大本組 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市八幡東区春の町３－４－３〒805-0050

大本　忠106897

TEL 0949-32-1466

（株）太陽 10,000 －4004無法

土１と１解１
福岡県宮若市本城１１１９〒823-0003

石戸　里美106899
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TEL 093-434-3828

（有）木下金属 5,000 －4005有法

と１解１
福岡県京都郡苅田町鳥越町１－５３〒800-0304

木下　和正106902

TEL 0930-58-5050

（株）アルファプランナーズ 10,000 －4005有法

土１建１大１と１石１屋１電１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県行橋市西宮市１－１３－２５〒824-0031

上田　藤香106904

TEL 092-928-8750

（有）信聖工業 3,000 －4011無法

機１
福岡県太宰府市宰府１－１－３５〒818-0117

三　　信幸106905

TEL 092-558-4587

（株）共栄 2,000 －4011無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県大野城市瓦田２－９－１３〒816-0932

西田　淳也106906

TEL 092-692-7711

（有）トーワ工業 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木字赤石２０４７番地の１４８〒811-2112

殿川　卓106907

TEL 093-701-7417

（株）明洋テクノ 3,000 －4008無法

土１と１鋼１
福岡県北九州市若松区響町１－８６－１〒808-0021

織田　明洋106908

TEL 093-963-1332

（株）大希建設 2,000 －4008無法

土１と１管１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区横代東町２－１４－４０〒802-0822

赤嶺　義宏106909

TEL 093-923-5816

（株）シラハマ設備 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区若園２－１－９〒802-0816

白濱　和子106912

TEL 093-932-8711

（株）エルム建設 5,000 －4008無法

土１建１と１内１
福岡県北九州市小倉北区貴船町４－１４〒802-0073

溝渕　徳光106913

TEL 093-618-1939

（株）福永建設工業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南１－１６－１７〒807-1143

福永　憲和106914

TEL 0948-22-1617

（株）環境企画 10,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市潤野８８５－２９〒820-0021

野見山　耕106915

TEL 0948-23-5093

（有）山本設備 3,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市相田１７４〒820-0052

山本　博106916

TEL 0948-43-3131

（株）デンシード 3,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市大日寺４３５－１５〒820-0046

松岡　康則106917
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TEL 0948-24-0116

秀英工業 －4010無個

筋１
福岡県飯塚市相田１２３－８〒820-0052

碇　清治106918

TEL 093-863-1711

（株）シンコウ 5,000 －4008無法

土１と１管１鋼１舗１機１水１
福岡県北九州市若松区二島５－１－４０〒808-0103

俵　浩明106919

TEL 0942-53-7166

（有）ボナールなかやま 5,000 －4007有法

電１管１
福岡県筑後市大字羽犬塚４６０－１〒833-0003

中山　讓児106920

TEL 0943-76-4377

（株）小河技建 5,000 －4002無法

建１
福岡県うきは市吉井町福永１６－５〒839-1305

小河　秋人106922

TEL 0942-22-5597

（株）匠技建 5,000 －4002無法

左１
福岡県久留米市南２－２１－１４〒830-0051

肥山　祐一106923

TEL 092-894-8809

（株）オービット 6,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市西区野方２－１８－３〒819-0043

佐藤　幸市106924

TEL 092-928-0385

（有）インテリアウインド 10,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市大佐野３－１９－２０〒818-0134

木寺　泰宏106925

TEL 092-574-0379

幸工業（株） 2,000 －4001無法

大１左１屋１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市博多区諸岡４－３６－６〒812-0894

染川　豊宏106926

TEL 092-574-3721

稲尾産業（株） 45,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区西月隈５－４－４６〒812-0857

稲尾　達哉106927

TEL 092-514-0810

（株）グローバルエンジニアリング 5,000 －4011有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県大野城市御笠川２－９－１６〒816-0912

梶本　修106928

TEL 092-935-1155

（有）九州サカイ 3,000 －4001有法

機１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１１６９－５７〒811-2112

酒井　啓106929

TEL 092-942-5785

光山製作所 －4001無個

鋼１
福岡県古賀市今の庄３－１２－１４〒811-3117

光山　勇106930

TEL 092-631-5556

ＩＢＡＲＡ建設（有） 3,000 －4001無法

建１塗１
福岡県福岡市博多区堅粕１－１－６（６－８）〒812-0043

茨　久美106931



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1065頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-22-6270

（株）エムケイプラント 5,000 －4003無法

管１機１
福岡県みやま市高田町江浦１０５〒839-0213

松井　修106932

TEL 0944-33-0884

吉武建設（株） 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県三潴郡大木町大字蛭池１８７－１〒830-0411

吉武　秀悟106934

TEL 092-836-6503

（株）ナカニシ工業 3,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市西区大字田尻８０－４〒819-0383

仲西　利寿106936

TEL 093-612-0648

（株）松木工務店 5,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市八幡西区里中１－８－１２〒807-0846

松木　祥也106938

TEL 093-863-9966

（株）ケーメック 14,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市若松区南二島２－１６－１７〒808-0109

広松　英和106939

TEL 093-761-0061

（有）九州ＴＡＣＴ 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市若松区上原町１２－４〒808-0015

谷口　信一106940

TEL 093-631-5221

西本工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－１６－１１〒806-0047

中尾　慎一106942

TEL 093-967-9112

卓美建設（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区横代１８５７－３〒802-0824

佐藤　康広106943

TEL 093-471-4672

（有）河﨑鉄工 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉南区中吉田５－８－３〒800-0204

河﨑　光106945

TEL 093-642-7257

戸田工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－１９－１５〒806-0066

戸田　祥志106948

TEL 0949-28-8345

（株）ヤマショウ 10,000 －4004無法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１
福岡県直方市大字感田２２６８－１〒822-0001

山本　将吾106949

TEL 093-692-5348

九州防災メンテナンス（株） 20,000 －4008無法

土２と２石２解２
福岡県北九州市八幡西区本城東３－１３－５〒807-0815

杉山　信二106951

TEL 093-980-6600

（株）エレシス 10,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区神幸町９－１４〒802-0038

佐古　努106952



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1066頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-575-3644

（株）アイデア企画 10,000 －4011無法

鋼１内１
福岡県春日市白水ヶ丘４－１４１〒816-0845

江口　茂106953

TEL 092-894-8725

庭考房 －4001有個

園１
福岡県福岡市西区大字金武４１〒819-0035

鍋山　正二106956

TEL 092-883-8968

インテリアＭＩＹＯＳＨＩ －4001無個

内１
福岡県福岡市西区拾六町２－８－１２－１０３〒819-0041

三好　尚紀106957

TEL 092-710-5613

コマツ（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区原田１－２０－８〒812-0063

沖島　勇106959

TEL 092-475-5200

リフェコ（株） 33,200 －4001有法

建１大１屋１電１タ１鋼１内１
福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－１１〒812-0016

山森　卓夫106961

TEL 092-575-4681

（有）東九設備サービス 5,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区板付７－７－４０〒812-0888

井元　淳之106962

TEL 093-921-6666

（株）九州フォーム 1,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市小倉北区大字足原２８３－３９〒802-0043

内納　理英106963

TEL 093-776-8515

（株）輝来工業 5,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市八幡西区茶売町２－８〒806-0069

水上　知春106964

TEL 093-967-2101

日本ライフサポート（株） 10,000 －4008有法

建１大１屋１電１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区魚町２－６－１０－４階〒802-0006

瀬戸口　正章106966

TEL 093-583-5571

（株）日本電化センター 10,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区田町１１－８〒803-0817

迫本　常義106967

TEL 093-653-0958

（株）創営商会 5,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区泉台１－１９－１４〒803-0842

郭　莉106969

TEL 093-474-5012

Ｈｙ建築設計（株） 5,000 －4008無法

建１管１消１
福岡県北九州市小倉南区長野本町２－３－３４－１４〒800-0241

江川　有二106971

TEL 0940-35-5573

ダイワ建工 －4008無個

建１
福岡県宗像市陵厳寺２－２５－４〒811-4145

大和　浩隆106972



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1067頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-474-9808

モステック（株） 10,000 －4001有法

電１管１内１消１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２０－２〒812-0016

平田　茂臣106974

TEL 092-433-1301

（株）ステップワン 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区東那珂２－４－１０〒812-0892

村石　正宣106976

TEL 0979-24-5581

（有）麻野鉄工建設興業 20,000 －4005有法

土２建２と２石２管２鋼２舗２し２塗２機１園１水２解２
福岡県築上郡吉富町大字広津４９１－３〒871-0811

麻野　光一106978

TEL 0947-45-3867

ケンコウ建設（合） 5,000 －4009無法

と１
福岡県田川郡川崎町大字池尻３７６－２１〒827-0002

下堂薗　計佐男106979

TEL 0930-22-4016

（株）平原ホーム 20,000 －4005無法

建１
福岡県行橋市下崎５７８－１〒824-0076

平原　直弥106980

TEL 093-434-1289

（有）山電 10,000 －4005有法

電１
福岡県京都郡苅田町富久町２－３５－１０〒800-0352

山本　博106981

TEL 093-331-0752

吉田創業 －4008無個

大１内１
福岡県北九州市門司区丸山２－１５－５６－２０２〒801-0831

吉田　幸志106983

TEL 093-981-4768

（株）宮建 5,000 －4008無法

土１建１と１屋１鋼１塗１防１内１水１解１
福岡県北九州市八幡東区茶屋町９－６〒805-0014

宮崎　龍昭106985

TEL 0940-52-5180

（株）スペースクリエーター 3,000 －4008無法

と１
福岡県福津市宮司ヶ丘３－３〒811-3312

宇都宮　守人106986

TEL 093-631-7744

（株）エイチ・アイ・デー 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区夕原町１０－１３〒807-0813

牧野　亮二106987

TEL 093-751-3774

（株）ケイ・プランニング 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区赤崎町１４－２０〒808-0003

木元　清106988

TEL 093-613-2412

（株）安在組 2,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区下上津役３－７－５５〒807-0075

安在　渉106989

TEL 0942-23-6781

（株）システム九州 10,000 －4002有法

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋３５５５－１〒830-1225

古賀　譲二106990



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1068頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-892-4550

グローバルエアーサービス（有） 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市西区石丸３－７－６〒819-0025

平山　直樹106991

TEL 092-210-6008

（有）エトス工業 3,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市城南区長尾５－９－１４〒814-0123

矢野　弘之106992

TEL 092-866-5550

登組 －4001無個

と１
福岡県福岡市早良区原８－２３－１７〒814-0022

登　成正106993

TEL 092-621-0234

（株）ＦＵＪＩＣ 2,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区吉塚４－３－３４〒812-0041

宮　　藤雄106994

TEL 0948-25-5566

日建産業（株） 12,000 －4010無法

土１建１鋼１
福岡県飯塚市横田５９－２〒820-0044

野見山　嘉幸106995

TEL 0947-42-0384

Ｍ．Ｕ工業 －4009無個

筋１
福岡県田川市大字弓削田１０４０〒826-0041

松岡　博106997

TEL 092-558-0781

クロカワ建築工房（株） 1,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区警弥郷二丁目２０番１８号〒811-1324

黒川　純一106998

TEL 0948-21-3112

飯塚メンテナンス（株） 1,000 －4010無法

電１管１
福岡県飯塚市枝国２３８－１〒820-0081

坂本　明人107001

TEL 093-962-0118

（株）兼建 10,000 －4008無法

土１と１鋼１機１解１
福岡県北九州市小倉南区長尾１－９－３１〒803-0274

兼重　繭史107005

TEL 092-332-0667

（株）空創の森 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県糸島市二丈福井２７２１－５〒819-1631

平生　敏行107006

TEL 092-957-8511

（株）ユーキアルミ 3,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１０９２－１〒811-2112

安武　勇二107011

TEL 092-474-1400

（株）匠工房 10,000 －4001無法

電１内１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－９－１１〒812-0013

馬場　浩司107012

TEL 092-566-6552

南設備 －4001無個

消１
福岡県福岡市南区柏原１－４７－１６〒811-1153

　　洋介107013



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1069頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-936-7766

（株）関電気通信 5,000 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡志免町桜丘４－３７－７〒811-2201

関　太一郎107014

TEL 092-414-4123

デザインＮＯＧＡ（株） 5,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市博多区比恵町１－８〒812-0014

野上　佳広107016

TEL 0943-32-1023

（株）広栄 1,000 －4007無法

通１
福岡県八女郡広川町大字長延７４６－３〒834-0105

荒川　進107017

TEL 0943-30-1177

（株）アグリス 100,000 －4007有法

と１
福岡県八女市鵜池４７７－１〒834-0055

中村　裕之107018

TEL 092-924-6694

福島工務店 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市武蔵５－７－１１〒818-0052

福島　義夫107019

TEL 093-243-1117

（株）タカオ 3,000 －4008無法

と１
福岡県中間市岩瀬４－７６１〒809-0011

髙尾　直樹107020

TEL 093-964-3045

（株）ティーエムコート 1,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区横代葉山１８－３〒802-0825

髙橋　高史107021

TEL 093-791-8894

マーク若松（株） 3,000 －4008有法

建１大１塗１防１内１
福岡県北九州市若松区畠田２－１－３５〒808-0104

門野　真107022

TEL 093-618-8629

（株）今永工務店 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区香月西２－１－１５〒807-1103

今永　みどり107023

TEL 0947-72-6345

（有）丸政 3,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原７２３－７〒827-0004

重森　学107024

TEL 092-586-5537

（株）来・テック 5,000 －4001無法

大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２８－４６〒812-0863

安藤　雅美107026

TEL 0944-33-0336

ミズマカッター（株） 5,000 －4003有法

土１と１
福岡県三潴郡大木町大字大角７６７－１〒830-0403

田中　清信107031

TEL 0946-24-4848

古賀電気サービス －4006無個

電１
福岡県朝倉市甘木２１３６－５〒838-0068

古賀　章友107033



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1070頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-980-1655

（株）睦 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県北九州市八幡西区御開３－１６－１７〒807-0806

金城　洋子107034

TEL 093-581-6844

（株）フカガワ 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区愛宕２－１－１１〒803-0828

深川　康太107036

TEL 093-613-7480

岡本工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区上上津役４－１７－２〒807-0072

岡本　聖三107037

TEL 093-931-2004

井上冷熱 －4008無個

管１機１
福岡県北九州市小倉北区片野新町１－４－２３〒802-0062

井上　宏道107038

TEL 0943-32-2779

建築塗装ヤマシタ －4007無個

塗１
福岡県八女郡広川町大字日吉１１５２－４〒834-0111

山下　浩孝107040

TEL 0944-56-3410

メンテナンス三井 －4003無個

と１
福岡県大牟田市小浜町８２－４１〒836-0034

髙津　康人107042

TEL 0948-57-0290

柿坂鉄工 －4010有個

建１鋼１
福岡県嘉麻市牛隈５４４－１２〒820-0301

柿坂　和彦107044

TEL 0947-22-5833

（株）福幸 5,000 －4009無法

土１と１舗１
福岡県田川郡福智町金田１３４４－６２〒822-1201

清水　徳仁107045

TEL 092-985-6835

（有）グリーン工業 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市南区花畑２－１７－７－１〒811-1356

長濱　正太107048

TEL 092-692-2091

（株）秀成建設 5,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市東区青葉１－１１－５〒813-0025

酒井　摩衣子107049

TEL 092-606-4967

（株）プラート 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区奈多１－３－２０〒811-0204

楠田　勇三107050

TEL 092-524-5306

ナガノ内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区市崎２－１２－２６－４０１〒815-0084

永野　幸孝107051

TEL 093-980-1819

（有）佐野興業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区上の原２－２－１５〒807-0071

佐野　政宣107054
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TEL 093-451-9044

ウチカワ工業（株） 3,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市小倉南区大字木下４０５〒803-0184

内川　得造107055

TEL 093-561-3336

ワイ・エス（株） 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区清水１－６－１１〒803-0841

山口　昌三107056

TEL 092-982-5959

瀬内空調 －4001無個

管１
福岡県福岡市城南区田島５－１０－２－５〒814-0113

瀬内　智成107058

TEL 092-805-1008

德永建築板金 －4001無個

板１
福岡県福岡市西区大字徳永１１１４－１６〒819-0375

德永　久敬107060

TEL 092-633-5530

（株）明和建設工業 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市東区箱崎５－１０－１４－２Ｆ〒812-0053

佐野　成明107061

TEL 0949-26-7818

富士屋産業 －4004無個

管１機１
福岡県直方市大字頓野２５７－１９〒822-0002

山本　清吉107062

TEL 0948-65-0673

川原畳店 －4010無個

内１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土居６２９－１５〒820-0606

川原　浩二107063

TEL 092-573-0344

（株）サカナシ 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市南区柳瀬２－１３－８〒811-1321

武藤　誠107064

TEL 092-325-2695

あずさ電気工事 －4001無個

電１
福岡県糸島市二丈深江１１２６－９〒819-1601

佐賀　利彦107067

TEL 093-647-2202

スマイルハウジング（株） 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－２－３－１０２〒802-0072

田下　光夫107068

TEL 093-473-1639

西川工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区田原新町１－１７－２４〒800-0226

西川　幸治107069

TEL 093-321-6200

（有）森建設 10,000 －4008無法

土１と１鋼１し１
福岡県北九州市門司区新開４－７〒801-0885

森　勝教107070

TEL 092-473-7331

（株）博多ビルド 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区豊１－８－２６〒812-0042

中村　良太郎107071
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TEL 092-935-9655

濱　工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡志免町志免東２－９－２０〒811-2243

濱　　義則107072

TEL 092-864-7784

（株）岩本セラミック 100 －4001無法

タ１
福岡県福岡市城南区梅林２－１０－２６－２０４〒864-7784

岩本　哲也107074

TEL 0944-73-8001

金冨工業 －4003無個

鋼１
福岡県柳川市三橋町正行３９３－５〒832-0828

金冨　裕紀107076

TEL 092-412-7053

（株）ジュントス 50,000 －4001有法

土１建１大１と１タ１鋼１筋１舗１内１水１
福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－２〒812-0012

朝稲　啓太107079

TEL 092-871-4457

（株）ヨシイスタジオ 10,000 －4001有法

建１大１と１鋼１板１塗１防１内１具１
福岡県福岡市城南区茶山４－１４－８〒814-0111

吉井　誠人107081

TEL 092-863-1744

茶園内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区野芥３－１４－１１－５０２〒814-0171

茶園　真志107083

TEL 092-873-5429

松山電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市城南区東油山１－１３－３３－１０９〒814-0155

松山　賢二107086

TEL 093-533-2909

溝手建築工業（株） 1,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区中津口１－１０－３５〒802-0018

溝手　達也107088

TEL 093-963-0171

（株）コウリンテック 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－１－４１〒802-0821

國武　正法107089

TEL 092-406-5101

（株）ＭＡＡＲ　ＤＥＳＩＧＮ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区平尾４－４－７〒810-0014

吉村　昇平107090

TEL 092-551-5282

国分電気商会 －4001無個

電１
福岡県福岡市南区和田３－７－２〒811-1343

國分　保雄107091

TEL 092-411-3778

博多電設工業（株） 40,000 －4001無法

電２
福岡県福岡市博多区堅粕４－２３－４〒812-0043

西嶋　ひさよ107092

TEL 093-644-3177

（株）ＣＥＣ 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水２－１０－１〒806-0051

松尾　祐介107093
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TEL 0949-23-0921

香田工務店 －4004無個

左１
福岡県直方市大字上新入２５８１－３３０〒822-0033

香田　恵教107094

TEL 0979-84-0828

（株）ＫＭ企画工房 9,000 －4005有法

土１建１と１舗１園１解１
福岡県豊前市大字永久３０７－１〒828-0054

岸本　浩昭107095

TEL 092-562-6475

藤島電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市南区和田２－２－４６〒811-1343

藤島　和茂107098

TEL 0943-22-4302

千歳畳本店 －4007無個

内１
福岡県八女市鵜池３０１－１〒834-0055

馬場　俊二107100

TEL 0944-74-0663

（株）宝栄工業 35,000 －4003有法

土２建２と２舗２し２解２
福岡県柳川市上宮永町４１３〒832-0058

古賀　勝広107101

TEL 093-293-8960

（株）則進工業 5,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡遠賀町田園２－１－１９〒811-4343

吉田　則明107102

TEL 092-985-1311

（株）剣星工業 1,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市早良区野芥５－３７－３０〒814-0171

井上　正剛107105

TEL 0942-34-0552

（有）アイディー 3,000 －4002有法

建１と１
福岡県久留米市津福本町２４５－１〒830-0047

井上　かや乃107107

TEL 0943-22-9024

（株）西尾建設 5,000 －4007有法

建１
福岡県八女市吉田２１９９－４〒834-0006

西尾　直記107108

TEL 0943-52-2193

星野造園 －4007無個

と１園１
福岡県八女市星野村５０２１〒834-0201

高木　唯典107109

TEL 092-588-7550

（株）幸光 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区曰佐５－１３－１９－１階〒811-1313

松坂　祐輝107110

TEL 092-953-0004

（株）三和テック 10,000 －4011有法

管１
福岡県那珂川市大字西畑５５１－５〒811-1246

古賀　成光107111

TEL 092-584-3010

（株）ＫＯＵＥＩ 1,000 －4011無法

土１と１石１舗１解１
福岡県春日市天神山６－４７〒816-0855

諸熊　秀樹107112
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TEL 0944-74-0573

冨安建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市三橋町吉開６４０－２〒832-0802

冨安　寿司107113

TEL 0942-43-7614

（株）清水建設 5,000 －4002無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市高良内町２８０９－１－２〒839-0852

清水　和子107114

TEL 092-803-0840

中村建設 －4001無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市早良区大字石釡８９－１１〒811-1132

松下　孝志107118

TEL 092-691-1391

（有）安部工務店 5,000 －4001無法

建１塗１内１
福岡県福岡市東区土井１－９－２５〒813-0032

安部　愼一107119

TEL 093-513-5559

（株）フェルト 10,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉北区船場町７－４〒802-0007

平戸　秀明107123

TEL 093-701-9590

（株）ＴＡＮＡＫＡ 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区光貞台１－３－２５－１００３〒807-0805

田中　徳次107124

TEL 093-618-8370

（株）昇栄建設 8,000 －4008無法

土１建１と１舗１
福岡県北九州市八幡西区楠橋下方１－１－５〒807-1146

坂本　昇平107125

TEL 093-371-1999

横山電気 －4008無個

電１
福岡県北九州市門司区桃山台２－９〒800-0030

横山　聡107128

TEL 093-642-5224

（株）有水建設 2,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－６－２８セイトピア穴生〒806-0047

有水　輝彦107129

TEL 092-710-9922

アイシン工業（株） 20,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１８５－６１〒811-2112

林田　亮107130

TEL 092-761-0414

明和産業（株） 10,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市中央区唐人町２－３－３３〒810-0063

生野　道貴107131

TEL 092-947-2620

（株）フドウ 1,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡篠栗町中央６－２０－１９〒811-2417

平井　鉄平107132

TEL 092-557-8700

（株）アート建伸 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区塩原４－１７－２２松島ビル１階〒815-0032

加耒　健伸107133
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TEL 092-851-6730

室見断熱 －4001無個

絶１
福岡県福岡市早良区室見４－１１－９－３０２〒814-0015

佐野　重典107134

TEL 0948-22-1234

（株）アイプロ 10,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市枝国５０７〒820-0081

井上　雅之107135

TEL 093-222-1006

みどり建設 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡芦屋町高浜町１７－５〒807-0122

緒方　進107136

TEL 093-884-0368

カイ・ハウスシステム －4008無個

と１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－１２－２６〒804-0031

甲斐　純治107137

TEL 093-283-0892

シンコウ住宅 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡岡垣町大字手野８９４－２〒811-4204

野中　信行107138

TEL 0946-22-2230

（株）阿部興産 38,000 －4006有法

建１タ１内１
福岡県朝倉市甘木２３３４－２〒838-0068

阿部　達彦107139

TEL 092-953-1276

（有）西九機設 3,000 －4011無法

管１
福岡県那珂川市大字西畑２３４－３〒816-0833

津守　洋一107140

TEL 092-260-7710

（株）ケイズプラン 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－６－１１〒812-0016

出口　勝憲107141

TEL 092-871-7833

テクノ産業（株） 5,000 －4001無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市城南区東油山４－３－３－３０２号〒814-0155

桜井　さおり107142

TEL 092-805-4106

（有）ナカヤマ彩工 3,000 －4001無法

左１塗１防１内１
福岡県福岡市西区今宿東２－２４－２７〒819-0161

中山　厚107143

TEL 092-726-8139

福岡内装センター（株） 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区鳥飼１－５－３５〒810-0053

倉石　一成107144

TEL 092-584-1313

（株）石橋興産 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区那珂５－１１－５〒812-0893

石橋　春生107145

TEL 093-246-4575

（株）工藤 3,000 －4008無法

と１
福岡県中間市弥生１－１８－１１〒809-0028

工藤　英一107148
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TEL 0942-27-7087

（株）明光電設 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市国分町９４９－３〒839-0863

甲斐　英二107150

TEL 092-287-0598

（株）松田工機 5,000 －4011無法

土１
福岡県太宰府市都府楼南３丁目１０番９号〒818-0105

松田　祐介107152

TEL 092-953-5512

大和機工（株） 3,000 －4011無法

機１
福岡県那珂川市大字成竹１０７－８〒811-1235

辻　栄次107153

TEL 092-739-8770

ティ・シー・エス（株） 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区舞鶴２－１－２４－２〒810-0073

和田　卓也107156

TEL 092-864-1560

中島瓦工事店 －4001無個

屋１
福岡県福岡市早良区有田３－４－７〒814-0033

中島　満則107157

TEL 092-586-8518

匠建装（株） 5,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市中１－２－２１〒816-0906

志田　英喜107158

TEL 093-871-5085

渡辺表具店 －4008無個

内１
福岡県北九州市戸畑区南島旗町２－１６〒804-0074

渡辺　邦明107159

TEL 0940-62-1614

（株）綱脇造園 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県宗像市池田３２６３－３〒811-3515

綱脇　仁一郎107160

TEL 0942-75-9020

豊建設（株） 10,000 －4002無法

建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県小郡市美鈴が丘４－２１－２〒838-0101

楢原　拓也107162

TEL 0944-74-4645

真辺型枠工業 －4003無個

土１大１と１
福岡県柳川市三橋町吉開８００－３〒832-0802

眞邊　隆二107163

TEL 092-739-0628

（有）アイエヌジー 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市中央区港２－８－１２〒810-0075

市山　保男107164

TEL 092-865-5300

エルシー（株） 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市城南区東油山２－２－８〒814-0155

山田　秀安107166

TEL 092-573-2727

（株）田辺木材ホーム 5,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県福岡市南区井尻５－１３－１５〒811-1302

田邉　薫107167



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1077頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-952-0376

小山組 －4008無個

大１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町２－２３－３１〒800-0256

小山　文夫107168

TEL 093-631-3675

藤達電気（株） 500 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区鉄王１－１－１４〒806-0057

藤達　実107169

TEL 0949-32-8584

（株）スリーピースホーム 5,000 －4004有法

建１
福岡県宮若市本城５４４－２〒823-0003

藤春　優二107170

TEL 0948-31-1255

（株）大貴 5,000 －4010無法

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県飯塚市綱分１６９８－３〒820-0101

藤川　樹里107171

TEL 092-566-3071

（株）大安総建 6,000 －4001無法

土１と１塗１
福岡県福岡市南区野多目４－９－３〒811-1347

白垣　澄107172

TEL 092-672-3663

（合）秀和 4,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区若宮２－４－７〒813-0036

冨田　恵美107174

TEL 092-692-6031

ＪＳＷ（株） 33,000 －4001有法

電２
福岡県古賀市筵内８８４－１〒811-3121

岡本　隆浩107175

TEL 093-246-0364

中川工務店 －4008無個

建１
福岡県中間市太賀４－５－２５〒809-0015

中川　幸義107176

TEL 0946-42-3605

（株）勢空調サービス 9,900 －4006無法

管１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈６８０－２〒838-0215

皆藤　栄史107178

TEL 0942-72-3543

日栄工業 －4002無個

土１管１水１
福岡県小郡市小板井４９－１〒838-0143

髙木　元一107180

TEL 093-541-0719

エリアネット（株） 55,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区赤坂２－１２－２２〒802-0032

竹尾　義継107181

TEL 092-894-8332

（株）カワモト 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区壱岐団地１３９－３〒819-0042

川元　藤春107185

TEL 092-400-9985

（株）田邉組 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市早良区早良６－３９－２１〒811-1122

田邉　和博107187



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1078頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-953-6745

江頭工業（株） 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区津田南町２１－７〒800-0248

江頭　和彦107189

TEL 093-691-1417

（株）堺エンジ 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区鷹見台４－１４－１６〒807-0853

堺　眞一107190

TEL 0943-22-6866

（有）日の出商会 3,000 －4007有法

電１管１
福岡県八女市納楚７６０－１１〒834-0004

金納　一英107191

TEL 0948-82-6077

（株）長岡工業 5,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市綱分１８１－１８〒820-0101

長岡　佑樹107193

TEL 0979-83-2205

（株）九州リテラ・ソリューション 5,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県豊前市大字八屋１６１４－６〒828-0021

門田　彩子107194

TEL 092-803-7555

（株）末永 3,000 －4001無法

土１と１管１水１消１
福岡県福岡市早良区大字西１９８１－５〒811-1131

末永　博照107197

TEL 092-831-3449

成田技建（同） 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市早良区原５－１９－２２〒814-0022

成田　健太107198

TEL 092-626-8246

（有）ミノル工業 3,000 －4001無法

鋼１板１
福岡県福岡市東区松島５－７－３〒813-0062

関屋　稔生107200

TEL 0942-35-7391

久保建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市津福本町１４８６－１０〒830-0047

久保　誠107203

TEL 092-513-5050

（株）アクティブ 10,000 －4011無法

建１
福岡県大野城市南ヶ丘３－６－２７〒816-0964

米満　勝枝107204

TEL 0944-63-4280

岸川組 －4007無個

土１と１
福岡県筑後市大字下妻２７６－２〒833-0021

岸川　豊107205

TEL 093-618-7667

（株）隆成建設工業 5,000 －4008無法

と１絶１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘５－５－４２〒807-1264

石塚　大二107206

TEL 093-471-6879

（株）銭矢産業 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉南区朽網東５－１５－２〒800-0232

橋本　将治107207



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1079頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 050-1123-7740

住まいるくらぶ －4001有個

建１
福岡県福岡市西区今津４７９８－４７０〒819-0165

平嶋　正治107208

TEL 092-332-8257

柄本鉄筋工業 －4001無個

筋１
福岡県糸島市波多江駅南２－１１－１〒819-1106

柄本　泰豊107210

TEL 0948-65-3855

（株）伯英開発 10,000 －4010無法

電１通１
福岡県嘉穂郡桂川町九郎丸８１５〒820-0602

佐伯　英治107214

TEL 0947-46-1975

本田技建 －4009無個

土１建１と１塗１防１内１解１
福岡県田川市大字夏吉３５４－８〒825-0004

本田　芳雄107215

TEL 0979-33-7577

丸建工業 －4005無個

土１建１と１舗１
福岡県豊前市大字三毛門２１５－１〒828-0031

内丸　賢一107216

TEL 0947-44-8667

川原工業 －4009無個

土１建１と１
福岡県田川市大字伊田２１３６－１１〒825-0002

川原　國廣107217

TEL 0949-25-0878

（株）ヤマト建設 5,000 －4004無法

土１
福岡県直方市大字中泉１１９９－１〒822-0011

山本　幸子107218

TEL 0942-27-6988

（株）小郡通信 5,000 －4002無法

通１
福岡県小郡市三沢３９０１－７〒838-0106

藤戸　祐介107221

TEL 0942-26-2538

内田体育施設 －4002無個

土１舗１
福岡県久留米市大善寺町宮本１４３７－９〒830-0073

内田　　人107222

TEL 092-404-3003

テレシスネット（株） 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区板付５－５－３１〒812-0888

髙垣　裕輔107223

TEL 092-834-4036

山﨑電工（株） 5,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市早良区東入部２－１０－１７〒811-1102

山﨑　浩司107226

TEL 0943-24-8139

（有）シンエイ工業 3,000 －4007無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県八女市国武８〒834-0046

牛島　眞徳107228

TEL 092-985-5959

（株）かず電工 3,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市片縄北２－１７－１１〒811-1203

倉智　淳一107229



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1080頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-965-1555

（株）珪州館 10,000 －4008無法

建１大１と１屋１鋼１筋１塗１防１内１具１
福岡県北九州市小倉南区徳力６－１５－１〒802-0974

岩永　誠107230

TEL 0947-22-5127

（株）スズキ 50,000 －4009無法

土２と２管２舗２水２解２
福岡県田川郡福智町伊方４０９８－３〒822-1211

鈴木　周作107231

TEL 0949-42-0066

（株）乙藤建設 5,000 －4004無法

土１と１舗１し１
福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７７０－３〒807-1307

島内　美由紀107232

TEL 0948-28-1383

須藤産業（株） 5,000 －4010無法

土１管１
福岡県飯塚市潤野１１３３－２〒820-0021

須藤　清澄107236

TEL 092-407-4949

前田工業 －4001無個

土１と１石１舗１
福岡県福岡市早良区大字小笠木１１６４－５〒811-1112

前田　直也107237

TEL 092-524-1024

（株）おかもと 1,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市中央区薬院３－１０－５〒810-0022

岡本　隆文107241

TEL 0942-72-6713

緑地建設庭真 －4002無個

園１
福岡県小郡市八坂８１４〒838-0133

古賀　広敏107243

TEL 0944-89-2533

池上工業（株） 2,000 －4003無法

と１解１
福岡県大川市大字榎津１５３－１〒831-0004

池上　智威107244

TEL 092-292-2278

德田建設（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区那珂４－２３－１－４〒812-0893

德田　元107245

TEL 0940-42-0168

寺島屋 －4008無個

建１
福岡県福津市本木１５１３－１１〒811-3203

寺島　弘文107249

TEL 0944-58-7115

（株）七高建設 10,000 －4003有法

土１と１石１管１舗１塗１水１解１
福岡県大牟田市岩本新町２－９－１０ワークプレイスＣー１〒837-0910

白川　博誠107250

TEL 0944-57-1881

（有）ニューメディアエンジニアリング 20,000 －4003有法

電２管１
福岡県大牟田市本町５－２－１２〒836-0046

永井　剛107251

TEL 092-324-1622

（有）イトエン 3,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県糸島市曽根１１８－９〒819-1561

　林　馨107252



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-753-6987

（株）ビューティック 10,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区高砂２－１２－１３〒810-0011

宮﨑　麻衣107254

TEL 092-323-4667

令和想建（株） 9,000 －4001無法

建１内１
福岡県糸島市高田４－１８－２４　ＡＹビル２Ｆ〒819-1102

浦山　浩文107256

TEL 0949-28-8755

（株）上下水道工業 1,000 －4004無法

管１水１
福岡県直方市大字山部６１６－６５〒822-0034

緒方　光雄107257

TEL 0946-62-2548

金子建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市杷木大山９８７〒838-1503

金子　洋寿107258

TEL 092-403-0177

（株）アルシス建築工房 10,000 －4011有法

建１大１屋１鋼１内１
福岡県筑紫野市桜台１－３０－１－１０２〒818-0063

福原　孝幸107260

TEL 092-586-7547

大志建設（株） 1,000 －4011無法

土１建１大１と１鋼１塗１防１内１解１
福岡県春日市春日原北町２－２０－１１〒816-0802

志岐　浩二107261

TEL 0942-47-5038

（株）石橋建設 2,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市草野町草野２１２－１〒839-0835

石橋　正規107262

TEL 092-212-1152

（株）南興商 5,000 －4001無法

土１建１
福岡県福岡市城南区梅林２－３－１０－２０１〒814-0144

坂本　公二107263

TEL 092-943-2855

（株）マスダ設備工業 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県古賀市花見南１－１４－２８〒811-3111

増田　浩志107266

TEL 092-323-0370

（株）牧井創楽庵 10,000 －4001無法

建１園１
福岡県糸島市板持１－１７－２０〒819-1101

牧井　貞二107267

TEL 0947-22-1728

（株）おし組 3,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県田川郡福智町弁城３８５５－７〒822-1212

鴛海　紳一郎107270

TEL 093-474-2055

（株）坂井工業 1,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市小倉南区下吉田２－７－２６〒800-0203

坂井　健二107271

TEL 0947-22-5665

（株）石橋ガーデン 5,000 －4009無法

土１と１舗１園１水１
福岡県田川郡福智町伊方１５８０〒822-1211

石橋　弥107276



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-482-1780

ＫＹ設備 －4008無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区日明５－２－４８〒803-0831

山下　勝久107277

TEL 092-946-3977

（株）哲真 3,000 －4001有法

機１
福岡県古賀市米多比１４９２－７〒811-3123

澤井　靖107279

TEL 093-612-8145

川﨑工業 －4008無個

絶１
福岡県北九州市八幡西区下上津役３－１１－２４〒807-0075

川﨑　類107281

TEL 093-482-9633

（株）ＣｌｏｖｅｒＯｎｅ 40,000 －4008無法

建２大２左１屋２タ２鋼２板１ガ１防１内２機２絶１具１
福岡県北九州市八幡西区築地町１９－３〒806-0001

野満　啓介107282

TEL 0942-47-2415

加藤工業 －4002無個

と１
福岡県久留米市善導寺町木塚６２２－１〒839-0822

加藤　進也107283

TEL 0942-47-0817

良永工務店 －4002無個

建１大１
福岡県久留米市山本町耳納２１８９〒839-0826

良永　純一107284

TEL 093-246-3603

小嶋断熱工業 －4008無個

絶１
福岡県中間市岩瀬西町２－１２〒809-0041

小嶋　秀行107285

TEL 092-836-7925

（株）ツジ電設 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区重富１－１－２〒811-1101

　　信広107288

TEL 092-329-4165

（株）アース 3,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１塗１防１内１具１解１
福岡県糸島市志摩井田原５９－１０〒819-1301

小林　宏茂107290

TEL 092-884-2172

功電設（有） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区下山門３－９－２８〒819-0052

濱口　喜範107291

TEL 092-836-8523

（有）吉見工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市城南区田島５－４－１７〒814-0113

吉見　博志107292

TEL 0949-32-8087

ピニオンテック －4004無個

と１
福岡県宮若市上大隈５８５－１〒823-0005

髙尾　直行107295

TEL 0930-24-1682

（株）中嶋工務店 500 －4005無法

建１
福岡県行橋市稲童３９２６－１〒824-0022

中嶋　勉107296
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TEL 092-404-0810

（株）伊都電設工業 2,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区日佐５－８－１８〒811-1313

川口　慎太郎107298

TEL 092-555-8580

（有）ミリオンガス 3,500 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市原田８－１０－７〒818-0024

浜崎　真靖107299

TEL 092-585-2744

（株）田中機器 10,000 －4011有法

建１大１左１石１屋１管１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県春日市昇町５－４０－３〒816-0851

田中　一幸107300

TEL 0943-24-1950

（株）九州タケザワ 20,000 －4007無法

管１機１
福岡県八女市大島９－１〒834-0005

谷山　達也107302

TEL 0944-55-1644

総合防水業ダイシン －4003無個

防１
福岡県大牟田市日出町３－４－３〒836-0802

伊玉　真一郎107303

TEL 093-512-6900

（株）グリーンフィールド 5,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市小倉北区山門町４－３０〒802-0024

松本　幸太107305

TEL 0944-32-8506

（株）船蔵 5,000 －4003有法

内１
福岡県大川市大字小保８３５－１〒831-0041

志岐　能宏107308

TEL 093-244-8671

（株）マサキ設備 5,000 －4008無法

機１
福岡県中間市中鶴４－２５－１７〒809-0034

宇津宮　昌樹107310

TEL 093-791-3325

古野土木建設 －4008有個

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区東二島４－１０－２７〒808-0120

古野　俊郎107311

TEL 093-631-1440

（株）大伸 4,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区相生町１２－１５〒806-0044

井口　徹107312

TEL 092-737-2992

（株）ｂｌｏｃ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区大手門１－８－９－２Ｆ〒810-0074

木山　圭亮107314

TEL 092-691-7870

古賀電業社 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区みどりヶ丘３－７－３〒813-0021

古賀　功107315

TEL 092-582-7572

（株）善塗装 10,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市南区日佐２－１２－６〒811-1313

善　はるみ107318
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TEL 0947-72-4050

（株）大地 5,000 －4009無法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎６２５〒827-0003

向井　真弓107320

TEL 093-777-7991

比江島電工 －4008無個

電１
福岡県北九州市若松区東二島１－９－１１〒808-0102

比江島　栄介107321

TEL 093-451-9022

（株）永建 20,000 －4008無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉南区徳吉南４－５－４〒803-0279

田中　一則107322

TEL 092-873-2313

福岡ホーム建設 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区原７－２６－１７〒814-0022

脇本　浩三107323

TEL 092-791-7761

（株）なごみ 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市中央区唐人町１－２－１１〒810-0062

佐藤　慎一107324

TEL 0949-22-6522

頂 －4004無個

土１
福岡県直方市大字永満寺２５９８－３〒822-0005

比山　潤二郎107326

TEL 093-551-2611

（株）シートス 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸８－２０〒802-0031

堀川　俊紀107327

TEL 093-453-1022

ＢＭ企画 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区徳吉西１－２－３６〒803-0278

大西　伸生107328

TEL 093-963-5586

渡辺保温 －4008無個

絶１
福岡県北九州市小倉南区横代葉山３０－１０〒802-0825

渡邊　和夫107329

TEL 093-342-7467

（株）大里工業 10,000 －4008有法

建１管１機１解１
福岡県北九州市門司区藤松３－２－３－１０２〒800-0047

髙木　俊美107330

TEL 092-451-4500

瑞穂（株） 2,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市博多区上牟田１－２５－３１〒812-0006

辻　めぐみ107331

TEL 092-801-2721

大和工業（株） 9,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区干隈５－１４－２０〒814-0163

高橋　弘107333

TEL 0940-52-7001

（株）トラストエレベーター 35,000 －4008有法

機１
福岡県福津市宮司浜４－１－２２〒811-3311

米満　喬107334
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TEL 092-605-6835

イズミコンストラクション －4001無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区三苫３－２６－２〒811-0201

今泉　嘉久107335

TEL 093-383-8964

圭建築工房 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区三萩野２－８－１７－５０４〒802-0065

杉本　勝則107336

TEL 092-260-7152

ＳＯＨ建設（株） 5,000 －4001無法

建１と１鋼１塗１防１内１
福岡県福岡市博多区東比恵４－２－１３木下ビル５０１〒812-0007

岩野　俊一107337

TEL 0946-62-0691

（株）井手組 5,000 －4006無法

土１と１管１解１
福岡県朝倉市杷木星丸９５３－１〒838-1504

井手　清美107338

TEL 093-383-4352

髙下電工 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉北区熊本３－１－２０〒802-0044

髙下　和夫107341

TEL 093-513-3135

（株）クリエイション 1,000 －4008無法

土１大１と１屋１鋼１舗１塗１防１内１水１解１
福岡県北九州市小倉北区下富野３－９－３１〒802-0023

福田　貴光107342

TEL 092-515-7703

（株）渕上技建 9,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区光丘町１－１－４３〒812-0874

淵上　大介107343

TEL 0949-24-8501

（株）灰田工務店 5,000 －4004無法

土１と１
福岡県直方市大字上新入字夏峰２９１１－１〒822-0033

松井　啓107344

TEL 0944-86-8484

エススタイル建築（株） 3,000 －4003有法

建１板１
福岡県大川市大字向島２０１８－１〒831-0009

志岐　典久107346

TEL 0944-31-2050

鳥巣機工（株） 15,000 －4003無法

機１
福岡県大牟田市大字手鎌５００－１〒836-0004

鳥巣　恵一107347

TEL 0948-22-5157

（株）オリオンガス 10,000 －4010有法

管１
福岡県嘉穂郡桂川町瀬戸１２８－１〒820-0604

八児　賢一107348

TEL 0948-28-3300

永末建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市潤野１０７２－１〒820-0021

永末　良二107349

TEL 0948-65-1387

（株）小西建設 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土居８４１－３〒820-0606

小西　勝也107350
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TEL 092-566-4494

藤井設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区花畑２－３２－２１〒811-1356

藤井　正美107352

TEL 093-751-0350

（株）白海 50,000 －4008有法

土２と２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市若松区響町３－１－３３〒808-0021

石橋　敬107355

TEL 093-772-3300

植竹工業（株） 5,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１塗１水１解１
福岡県北九州市若松区南二島１－１３－３０〒808-0109

植竹　秀俊107356

TEL 0944-56-8321

川添施工 －4003無個

具１
福岡県大牟田市大字久福木５３－６〒837-0915

原　和人107357

TEL 093-884-3326

松野技建 －4008無個

左１
福岡県北九州市戸畑区旭町３－３－３０１〒804-0083

松野　謙次107359

TEL 093-616-0900

日藤建設（株） 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区八千代町５－１９〒806-0023

山﨑　日出子107360

TEL 093-282-5535

大翔工業（株） 5,000 －4008有法

土１園１
福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津５９３〒811-4231

平野　修107362

TEL 092-937-5055

（有）マヒロ工房 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡志免町別府東２－１７－１３〒811-2231

政　博年107364

TEL 092-504-6644

交通器材（株） 98,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２１－３３〒812-0863

井上　晋作107365

TEL 092-292-0571

（株）博愛 9,990 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－８－５－２０２〒812-0016

宮國　和則107366

TEL 092-408-3743

（株）ＲＥＳＴ 5,000 －4011有法

建１内１
福岡県筑紫野市大字原６３９－２〒818-0005

羽原　康二107367

TEL 093-562-8321

（有）徳永電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区金田２－５－６プレアール金田１Ｆ〒803-0816

德永　峰隆107369

TEL 093-603-4608

華月塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区北筑２－３－２１〒807-0857

香月　隆107371
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TEL 092-534-3331

（株）エルデック 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区薬院３－１６－２７ビジネス・ワン薬院ビル５階〒810-0022

城川　聡107372

TEL 092-865-5500

（株）店創ニュートン 20,000 －4001無法

建２大２鋼２内２
福岡県福岡市早良区干隈４－１５－１１〒814-0163

山田　廣和107373

TEL 092-608-7263

マミオロード －4001無個

と１
福岡県福岡市東区三苫７－２３－６〒811-0201

小山　学107374

TEL 092-948-1869

（株）エフテック 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡篠栗町和田２－１６－２０〒811-2414

仲山　信吾107375

TEL 0944-62-5976

トータル電機サービス －4003有個

電１管１
福岡県みやま市瀬高町長田１８３３〒835-0007

野田　克久107377

TEL 0942-72-5217

サンスポーツ建設 －4002無個

土１と１舗１
福岡県小郡市三沢４７０－８〒838-0106

荒巻　芳信107378

TEL 093-967-1686

（株）ケントク 27,000 －4008有法

土２と２電２管１鋼２舗２し２塗２防２水２解２
福岡県北九州市小倉南区曽根新田北３－４９８〒800-0219

関　洋幸107379

TEL 093-761-1247

つつみ建築工房 －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区本町１－６－３１〒808-0034

堤　裕治107380

TEL 0979-83-0378

（株）豊洋産業 5,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県豊前市大字川内２０８９〒828-0013

有吉　秀行107383

TEL 0949-42-3713

（有）フジ・ペンテック工業 3,000 －4004無法

塗１防１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山７１５－１〒807-1312

中山　富士雄107384

TEL 0943-72-4528

（株）樹蘭 3,000 －4002有法

園１
福岡県久留米市田主丸町石垣４８２－１〒839-1212

中野　克彦107387

TEL 0942-62-3322

ルーフタイル　タナカ －4002無個

屋１
福岡県久留米市城島町六町原２６１－３〒830-0206

田中　悟107389

TEL 0942-22-8411

夢想建設（株） 1,000 －4002無法

土１建１と１
福岡県久留米市国分町１２５７－１〒839-0863

笠井　一秀107390



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1088頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-555-3679

Ｇ－プランツ －4008有個

土１建１舗１園１
福岡県北九州市小倉南区朽網西６－８－１－１０７〒800-0233

後藤　浩文107392

TEL 092-936-4066

（株）新原ホーム塗建 1,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡志免町向ヶ丘２－２１－５〒811-2247

新原　茂107393

TEL 092-809-2797

西建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市西区大字小田１８９５〒819-0203

西　司107395

TEL 092-512-8648

（有）親電社 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区中尾３－２５－１９〒811-1364

山口　成仁107397

TEL 093-451-4726

（株）山天土木 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１塗１園１水１解１
福岡県北九州市小倉南区大字木下１３１－１〒803-0184

山口　誠107400

TEL 093-600-8344

寺門緑化建設 －4008無個

園１
福岡県北九州市八幡西区鉄王１－４－５－１００９〒806-0057

寺門　忍107401

TEL 093-923-3890

Ｓｋｙハウジング（株） 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町２－３１－５〒800-0256

木下　豊107402

TEL 093-472-1525

樹樹工業 －4008無個

機１
福岡県北九州市小倉南区沼南町１－１４－１１－５０７〒800-0205

吉末　太樹107403

TEL 0947-63-3384

（株）ＩＦＣ 5,000 －4009無法

土１建１と１管１舗１解１
福岡県田川郡大任町大字大行事３８３３－１〒824-0512

今永　あさみ107404

TEL 0949-55-8800

（株）本田開発 40,000 －4004無法

土２と２舗２し２水２解２
福岡県宮若市沼口３３４〒822-0152

山本　裕啓107407

TEL 092-292-0877

ライズロード（株） 20,000 －4001無法

土２と２舗２
福岡県福岡市東区松島６－４－６〒813-0062

新宮　清孝107408

TEL 0942-34-8330

歩防災 －4002無個

通１消１
福岡県久留米市宮ノ陣町大杜３７８－３３〒839-0803

安山　修一107413

TEL 093-472-4020

（株）谷原 5,000 －4008有法

建１電１管１
福岡県北九州市小倉南区葛原４－１－１４－１〒800-0251

谷原　博文107415



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1089頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-27-6246

堤建設工業 －4002無個

建１
福岡県久留米市国分町１９８５－１３〒839-0863

堤　秋吉107416

TEL 093-935-5122

（株）友伸 2,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区湯川５－２－１５〒800-0257

北田　将司107418

TEL 093-342-7433

（株）奥村建設 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区高砂町２－２〒801-0822

奥村　重臣107420

TEL 092-558-7296

博多建装（株） 5,000 －4001無法

大１左１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糟屋郡宇美町明神坂１－１１－３４〒811-2122

中村　信義107421

TEL 0944-87-2614

（株）島建 3,000 －4003有法

建１鋼１
福岡県大川市大字大野島１３９３－１〒831-0045

島崎　憲二107422

TEL 092-931-7333

井上建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻１１１１〒811-2313

井上　次男107424

TEL 092-410-6770

（株）サン・ウィン福岡 5,000 －4001有法

ガ１具１
福岡県糟屋郡志免町田富１－６－１０〒811-2204

小山　竜一107426

TEL 092-935-9003

内田屋根工事店 －4001無個

屋１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵５５８－３１〒811-2113

内田　幸治107428

TEL 0949-33-2317

（有）西日本測量設計 3,000 －4004有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県宮若市鶴田１８９〒823-0002

林　隆男107429

TEL 093-581-9071

（有）高住工業 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区許斐町１〒803-0803

高住　眞之107432

TEL 092-609-9550

井上設備工業 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵１１７－４７〒811-2113

井上　竜雄107435

TEL 0947-45-3850

（株）中央工務店 5,000 －4009無法

管１水１
福岡県田川市中央町１６１９－２６〒825-0013

森　重保107438

TEL 0943-24-3052

黒木建設 －4007無個

と１
福岡県八女市祈祷院３８５－３〒834-0025

黒木　健司107441



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1090頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-951-2052

ＴＯＴＯ（株） 35,579,414 －4008有法

建２管１内２
福岡県北九州市小倉北区中島２－１－１〒802-8601

清田　徳明107442

TEL 0940-39-3286

（株）ラックグリーン 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県宗像市江口１２４８〒811-3502

笠置　浩臣107443

TEL 093-201-2618

（株）昭和 3,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊９－９－３１〒807-0001

富川　淳市107445

TEL 092-862-3458

（株）ひかり技建 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区田隈１－７－１８〒814-0174

光武　智幸107448

TEL 092-332-0409

（有）日髙ボーリング工業 5,000 －4001無法

と１
福岡県糸島市波多江駅北１－９－１１〒819-1107

平川　祐二107449

TEL 092-596-4591

（株）福岡ケーブル 3,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市平野台４－１－２０〒816-0972

青葉　林107450

TEL 092-593-1602

（有）第一圧接工業 6,000 －4011無法

筋１
福岡県那珂川市恵子６－４－５〒811-1255

徳永　栄一107451

TEL 093-871-6054

（株）アコウシステム 5,000 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市戸畑区天神１－１０－７〒804-0094

大見　明男107452

TEL 093-963-7555

明和建装 －4008無個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区志井２－１４－３〒802-0985

村井　和明107453

TEL 0949-54-1600

（株）黄檗建築 1,000 －4004無法

建１
福岡県宮若市乙野５１１〒822-0131

黄檗　悟107454

TEL 0940-62-5258

（株）住幸房 5,000 －4008無法

建１大１
福岡県福津市花見が浜１－４－１８〒811-3216

池尾　拓107455

TEL 093-581-2929

（株）ＴＲコーポレーション 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉北区青葉２－１－１７〒803-0822

宮武　哲也107456

TEL 0947-63-3337

岩本工務店 －4009無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡大任町大字大行事１４９６〒824-0512

岩本　修107457



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1091頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-85-8777

（株）太陽工務店 1,000 －4009無法

大１
福岡県田川市大字川宮１１５－４〒826-0042

マサトキ　ジャスミン107458

TEL 092-409-4280

（株）プラス・イー 9,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－２〒812-0016

山口　裕之107460

TEL 092-409-4425

ＫＳＫ電機（株） 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区原田２－１７－３８－５０６〒812-0063

兼信　寛爾107461

TEL 092-891-0593

（有）ワキモト電気工事 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区内浜２－３４－１４〒819-0005

　本　則男107462

TEL 092-565-6001

（株）幸栄住宅 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市南区桧原７－５２－２４〒811-1355

白水　博107463

TEL 0948-24-4559

（有）サキオ 3,000 －4010無法

土１と１解１
福岡県飯塚市横田４５６〒820-0044

岩本　真司107464

TEL 0942-46-3033

（株）サンユー 5,100 －4002有法

塗１
福岡県久留米市津福今町２４０－３〒830-0061

古舘　浩二107466

TEL 093-282-6845

（株）ＫＩＹＯＴＡ 5,000 －4008無法

塗１
福岡県遠賀郡岡垣町東高陽３－１０－１０〒811-4225

清田　篤志107467

TEL 092-806-7209

森山組 －4001無個

土１と１
福岡県福岡市西区今宿２－７－２１〒819-0167

轟　敏幸107468

TEL 092-407-9436

（株）林田土木工業 3,000 －4001無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区宇田川原２４５－１〒819-0372

林田　鎌二107469

TEL 092-292-6444

アイピージーエル（株） 3,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区上牟田１－６－４７〒812-0006

中西　孝行107470

TEL 092-834-6802

エール樹脂化工 －4001無個

防１
福岡県福岡市西区福重４－２４－３４－３０２〒819-0022

永留　幸男107471

TEL 092-292-9030

（株）ハイウィング 9,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－４－１６〒812-0016

髙羽　秀則107472



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1092頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-803-0750

（株）新塗未来 500 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区内野５－２２－２６－３〒811-1123

福永　明弘107473

TEL 093-642-2181

朝部鉄工（株） 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区紅梅１－７－１９－３０５号〒806-0011

朝部　博文107475

TEL 0942-80-1018

友田塗装 －4002無個

塗１
福岡県久留米市南１－１５－１１－１〒830-0051

友田　慎一107478

TEL 092-588-0088

（株）結城工務店 5,000 －4011無法

建１内１
福岡県大野城市仲畑３－８－８〒816-0921

結城　領一107479

TEL 092-558-7720

（株）ユーリー企画工房 5,000 －4011無法

内１
福岡県春日市須玖南３－１７６－１０１〒816-0863

古賀　優子107480

TEL 092-573-1700

（株）無双工建 10,000 －4001有法

土１と１水１
福岡県福岡市博多区昭南町３－１－９－２０２〒812-0876

上平　耕一郎107481

TEL 0943-23-0430

（株）末崎組 10,000 －4007無法

土１建１大１左１と１石１タ１舗１防１
福岡県八女市緒玉３２８〒834-0041

末嵜　久幸107482

TEL 093-871-1695

（株）アサヒ 2,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市戸畑区新池１－６－１５〒804-0082

井本　光治107484

TEL 092-409-6470

（株）根岸組 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区原田１－８８４－１〒812-0063

根岸　嗣107485

TEL 092-862-0010

でんホーム（株） 51,300 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区樋井川７－１－６－２Ｆ〒814-0153

竹内　香織107486

TEL 092-282-6616

（株）アム・トゥーワン 30,000 －4001有法

大１と１鋼１内１
福岡県福岡市博多区冷泉町２－１７〒812-0039

菊田　敏明107487

TEL 092-874-6533

（株）九州シーエイチ 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市城南区東油山６－１０－３５〒814-0155

星子　貴信107488

TEL 092-481-5411

（株）コネクト三恵 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区西月隈３－３－６６〒812-0857

小山田　博嗣107489



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1093頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-408-1336

（株）Ｎｅｗ　Ｂｒｅｅｚｅ 2,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市南区花畑２－３２－２０〒811-1356

草場　保一107491

TEL 092-895-5001

（株）ケーシーホーム 10,000 －4001無法

建１大１ガ１塗１内１
福岡県福岡市西区拾六町１－１０－７－１〒819-0041

柴戸　啓志107492

TEL 0944-57-6240

ナカシマ工業（株） 1,000 －4003無法

管１
福岡県大牟田市大字手鎌２２０－１〒836-0004

中島　良昭107493

TEL 0943-24-8462

野中重機建設（株） 5,000 －4007無法

土１と１舗１し１
福岡県八女市緒玉１７４－１〒834-0041

野中　哲之107494

TEL 0947-26-0391

ケイエス（株） 5,000 －4009無法

土１と１管１舗１水１
福岡県田川郡糸田町１８７０－５６〒822-1300

原田　義幸107495

TEL 0949-52-0890

たくま工務店 －4004無個

土１建１と１
福岡県宮若市原田１４１６－１〒822-0112

田熊　晃二107498

TEL 0948-43-8813

（株）九州鍛冶鋼業 3,000 －4010無法

鋼１
福岡県飯塚市相田１７７２－６０〒802-0052

田中　健107499

TEL 0943-32-5100

（株）アール電工 1,000 －4007無法

電１
福岡県八女郡広川町大字広川４７０－５〒834-0121

　村　浩治107500

TEL 0942-35-5552

新生ビルメンテナンス（株） 10,000 －4002有法

建１電１管１内１消１
福岡県久留米市宮の陣４－３０－１〒839-0801

浦　圭司107501

TEL 092-929-6518

（株）日向工業 1,300 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県筑紫野市大字香園１６９〒818-0002

末竹　周一107504

TEL 092-933-9383

（株）健電社 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字新原３９９－３〒811-2111

坂田　浩一107506

TEL 092-982-0338

重藤建設（株） 5,000 －4001無法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市中央区笹丘３－１８－１〒810-0034

重藤　宏文107508

TEL 093-967-8677

（株）モコホーム 8,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区朽網東６－３６－２〒800-0232

野中　展幸107509
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TEL 0944-51-8772

小宮塗装 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市大字歴木１８２１－１４〒837-0924

小宮　明夫107510

TEL 0944-76-3684

田中建築 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町栄１２８８－１〒839-0252

田中　康雄107511

TEL 093-592-3010

（有）日本電気工業 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区真鶴１－７－２５〒803-0844

大谷　博孝107515

TEL 092-555-8599

昭和ホームテクノ（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区柳河内２－６－９７〒815-0063

内田　幸次107519

TEL 0930-25-1099

イワキ工務店 －4005無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県行橋市大字稲童３４３０－１〒824-0022

岩城　信浩107520

TEL 0949-32-8871

西日本企画 －4004無個

建１
福岡県宮若市磯光２０２８〒823-0004

相場　廣幸107521

TEL 0949-22-2575

カワセツ －4004無個

管１
福岡県直方市植木２１４１－１〒822-0031

川上　大介107522

TEL 0949-28-8902

玉城工業（株） 5,000 －4004無法

と１電１
福岡県直方市大字頓野４１３６－１〒822-0003

玉城　正己107523

TEL 0947-73-2453

奥工務店 －4009無個

左１
福岡県田川郡川崎町大字川崎４１４１〒827-0003

奥　雅彦107524

TEL 0947-45-5174

（株）西北 1,050 －4009無法

と１電１
福岡県田川市大字伊田２３３４－１９〒825-0002

加来　和成107525

TEL 092-791-2212

（株）ＷＥＬＭＡ 100,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２井２水２
福岡県福岡市中央区渡辺通２－３－３〒810-0004

藤瀬　吉博107526

TEL 09496-2-1144

福岡ＩＬＢ（株） 9,000 －4004有法

と１舗１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野３１３２〒820-1103

天野　重治107528

TEL 092-406-8459

（株）ＲＯＯＴＡＧＥ 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市中央区平尾１－４－７土橋ビル１Ｆ－Ｂ〒810-0014

山﨑　樹107529
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TEL 093-473-5525

（株）曽根資材 10,000 －4008有法

と１鋼１
福岡県北九州市小倉南区朽網西２－９９－７〒800-0233

堤　薫107530

TEL 0944-72-6853

井上秀建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市三橋町柳河５２３－１〒832-0806

井上　秀明107532

TEL 093-283-2538

（株）国広建設 1,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚５２５〒811-4213

國廣　崇行107533

TEL 092-558-8699

（株）信光電設 5,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市つつじヶ丘４－３－２〒816-0962

古賀　信之107534

TEL 0948-82-5250

庄内設備（株） 5,000 －4010無法

土１管１水１
福岡県飯塚市赤坂４８０－１０〒820-0106

有光　亮107535

TEL 0948-62-5109

ハラナカ住建 －4010有個

建１
福岡県嘉麻市西郷１００９－５〒820-0505

原中　立夫107536

TEL 092-211-0633

（株）ハイトップ 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区老司５－４０－４１〒811-1346

髙先　祐二107537

TEL 092-932-9523

石田機工（株） 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡宇美町神武原５－１－１７〒811-2129

石田　正善107539

TEL 0930-52-0654

丸山商事 －4005無個

内１
福岡県築上郡築上町大字赤幡１８３－１〒829-0112

丸山　忠昇107540

TEL 0930-23-9014

（有）ジーアンドジーメンテナンス 3,000 －4005有法

園１
福岡県行橋市大字東徳永４１１〒824-0025

鈴木　幸男107541

TEL 093-701-6581

（株）北九州テクノサービス 10,000 －4008有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区南二島１－６－６〒808-0109

岸ノ上　猛107542

TEL 0940-39-3631

（株）サポートハウジング 3,000 －4008有法

建１
福岡県福津市日蒔野６－２９－５〒811-3209

下田　眞二107543

TEL 0940-52-5619

（株）ＴＯＭＩＤＥＮ 3,000 －4008無法

電１
福岡県福津市星ヶ丘２０－１０〒811-3308

冨田　寛107544
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TEL 0947-85-8255

久々宮塗装 －4009無個

建１塗１
福岡県田川市大字伊田２３３５－４〒825-0002

久々宮　将司107546

TEL 0946-22-5044

鎌田住設 －4006無個

管１水１
福岡県朝倉市堤９３６－１〒838-0062

鎌田　洋平107547

TEL 092-481-3125

（株）電調社 8,000 －4001有法

土１と１電１管１通１
福岡県福岡市博多区博多駅東３－４－１０コマバビル１Ｆ〒812-0013

武末　武士107550

TEL 092-407-7607

（有）ファイアテック 4,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市早良区小田部２－１－１６〒814-0032

山内　清二107551

TEL 092-503-1676

（株）敏総合 500 －4001無法

土１と１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区浦田１－２１－１１〒812-0861

松尾　愛107552

TEL 0944-72-3739

エコ電ＳＢＱ沖端店 －4003有個

電１
福岡県柳川市沖端町１２９〒832-0065

井口　雅哉107553

TEL 093-761-6030

梅田工業（有） 3,000 －4008無法

と１管１
福岡県北九州市若松区深町１－７－７１〒808-0012

梅田　竜道107554

TEL 093-873-6155

（有）野田築炉工業 5,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市戸畑区丸町１－８－３２〒804-0052

野田　悟107556

TEL 0930-42-2781

村上鉄工所（株） 5,000 －4005無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川本庄１２８１〒824-0231

村上　哲二107557

TEL 092-409-5888

コアシステムズ（株） 20,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区住吉４－７－１８〒812-0018

德永　清一107558

TEL 092-588-7075

（株）アルファーソリューション 50,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２水２
福岡県福岡市博多区板付４－７－２８〒812-0888

下久保　太107560

TEL 092-951-1700

（株）ビルテック 3,300 －4011無法

と１
福岡県那珂川市大字西畑２５６－２２〒811-1313

澤村　幹男107561

TEL 0948-42-2422

（有）フク建 4,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市柏の森９４０－６〒820-0011

穴吹　英樹107562
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TEL 093-692-3139

成栄工業 －4008無個

機１
福岡県北九州市八幡西区北筑１－５－２５〒807-0857

藤田　康成107563

TEL 092-554-7707

家楽建創 －4001無個

塗１
福岡県福岡市南区柳河内１－５－１１〒815-0063

靏　秀一107564

TEL 092-943-4225

（株）アースフィールド・プロ 30,000 －4001有法

土２建２大２と２舗２塗２防２内２水２
福岡県古賀市今の庄１－８－３パシフィック古賀〒811-3117

堤　健之輔107565

TEL 093-881-0682

（有）塔栄メンテナンス工業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市戸畑区汐井町１－１〒804-0067

小早川　真二107567

TEL 093-230-4809

（株）石井設備 5,000 －4008無法

管１消１
福岡県北九州市八幡西区陣原３－１７－２７〒807-0821

石井　勝也107568

TEL 093-963-8862

（有）ジャパン・テック 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉南区大字志井２７５－３〒802-0985

横手　靖広107569

TEL 0947-72-8004

宮崎工務店 －4009無個

土１大１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡添田町大字庄２４３９〒824-0601

宮崎　孝文107570

TEL 093-932-2315

（株）グットフルホーム 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区若富士町８－２３〒802-0063

老山　雄二107572

TEL 093-473-5296

（有）日浦　地建設 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１園１水１
福岡県北九州市小倉南区上吉田２－１５－３３〒800-0201

日浦　隆則107575

TEL 092-586-5502

セキュリティサイン（株） 10,000 －4001有法

電１通１消１
福岡県福岡市博多区新和町２－５－５〒812-0875

山口　寛107576

TEL 092-980-1838

フリーテック産業（株） 5,000 －4011無法

建１大１屋１鋼１塗１防１内１具１
福岡県太宰府市水城４－５－３〒818-0131

大塚　承吾107577

TEL 093-965-0500

大洋電材（株） 33,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区蒲生４－４－３〒802-0978

一ノ瀬　修107578

TEL 093-202-8577

友樹造園 －4008無個

土１と１石１園１
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷３－２２－８〒807-0051

竹内　裕樹107580
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TEL 093-967-9767

（株）Ｍ’ ｓエレクトリック 5,000 －4008無法

電１管１通１
福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１〒802-0001

松村　圭一郎107581

TEL 092-947-6495

木戸工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗１６１０－３〒811-2405

木戸　仁雄107582

TEL 092-811-5745

高松技建 －4001無個

土１
福岡県福岡市西区戸切３－８－３〒819-0032

高松　正昭107583

TEL 092-841-5256

（株）泰正 5,000 －4001無法

土１と１鋼１解１
福岡県福岡市城南区茶山６－１－５〒814-0111

飯田　泰介107584

TEL 0942-53-7180

（有）南筑圧送 3,000 －4007無法

と１
福岡県筑後市大字熊野１６３９－９〒833-0055

下川　洋子107585

TEL 092-574-5802

（株）マサ設備 5,000 －4011無法

管１
福岡県春日市弥生２－１４〒816-0862

東　真弘107586

TEL 0930-28-8761

（株）生建 20,000 －4005無法

土１建１大１と１屋１鋼１塗１内１具１解１
福岡県京都郡苅田町大字二崎４５９－８〒800-0322

井戸　豊107587

TEL 0949-24-7895

（有）たくみ管理企画 3,000 －4004無法

土１と１
福岡県直方市大字植木１７１〒822-0031

古川　潤志107588

TEL 0942-43-8061

近藤電気商会 －4002無個

電１
福岡県久留米市御井旗崎２－２２－８〒839-0841

近藤　顕仁107589

TEL 0949-26-6744

漆箔三好 －4004無個

塗１
福岡県直方市上頓野４８８５〒822-0003

三好　智織107590

TEL 092-953-0488

永吉コーポレーション －4011無個

大１
福岡県那珂川市片縄西３－８－６〒811-1202

永吉　俊幸107591

TEL 092-925-5274

拓スポーツ施設 －4011無個

舗１
福岡県太宰府市青山４－９－２５〒818-0121

宮崎　直樹107592

TEL 093-777-8695

山下建工 －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水２－１２－６－１－Ｃ〒806-0051

山下　孝也107593



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1099頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-72-4011

（株）コガ工販 9,000 －4003有法

土１と１
福岡県柳川市上宮永町７１－１３〒832-0058

古賀　彰広107595

TEL 092-933-9055

馬場電気工事 －4001無個

電１
福岡県糟屋郡宇美町若草１－２２－１１〒811-2124

馬場　卓也107598

TEL 092-812-1181

（株）ＩＮＧ・ワールド 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市西区大字橋本４８７－２〒819-0033

石橋　康政107599

TEL 092-691-0678

（株）別府梢風園 85,000 －4001無法

土２と２石２舗２園２解２
福岡県福岡市東区青葉１－６－５３〒813-0025

別府　壽信107600

TEL 092-831-1889

（株）ナノクリエーション 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市城南区田島１－４－６２〒814-0113

只浦　寿107601

TEL 092-406-1075

（株）紫舗装 100 －4011無法

土１と１舗１
福岡県筑紫野市大字阿志岐２３６８－２〒818-0011

的野　かおり107602

TEL 092-558-4072

（株）ハマ・テック 20,000 －4011無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県大野城市御笠川６－５－１２〒816-0912

濱田　明道107604

TEL 093-701-7650

（株）モグケン 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市若松区大字安屋５３－３〒808-0124

中村　由香利107605

TEL 093-581-2040

（株）渡辺重機建設 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区日明１－５－９〒803-0831

渡邉　公克107606

TEL 092-871-2525

（株）神松工業所 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市城南区神松寺３－４－１９〒814-0121

出利葉　真一郎107608

TEL 092-804-7200

（株）田上 5,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市早良区内野５－２－１２〒811-1123

田上　雄心107611

TEL 092-710-2240

大興建設（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区長丘３－２３－２０〒815-0075

松下　宏樹107612

TEL 0942-48-0451

（株）アイナックシステム 3,000 －4002有法

電１通１
福岡県久留米市東合川４－１－１－１０１〒839-0809

稲員　重典107613



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1100頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-65-7576

博電社 －4002無個

電１
福岡県久留米市東櫛原町８６９－８〒830-0003

伊藤　博司107614

TEL 0943-32-3882

竹内工業 －4007無個

と１解１
福岡県八女郡広川町新代１６２５－２３〒834-0115

竹内　鉄男107615

TEL 093-482-4395

幸司電気設備 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－３－４６〒802-0821

佐々木　幸司107616

TEL 093-481-6383

（株）福田組 5,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市門司区大字猿喰１１７３－２２〒800-0102

福田　豊士107617

TEL 092-402-6160

峰松工業（株） 5,000 －4001無法

屋１管１板１
福岡県福岡市博多区板付２－１－５－３０７〒812-0888

峰松　一正107618

TEL 092-408-9904

（株）建進ホーム 3,000 －4011無法

大１左１屋１タ１板１塗１防１内１具１
福岡県那珂川市片縄西４－４－３４〒811-1202

古藤　完治107619

TEL 0946-22-9958

（株）はらの 3,000 －4006有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県朝倉市柿原６６－４〒838-0026

原野　和浩107620

TEL 092-561-7617

（株）アイビルシステム 3,000 －4001有法

建１屋１内１
福岡県福岡市南区若久６－３４－７〒815-0042

石野　剛107621

TEL 0942-46-3800

（有）ヤマト建設 20,000 －4002無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県久留米市天神町１０１〒830-0033

安德　和利107623

TEL 093-681-7888

栄和（株） 10,000 －4008無法

土１建１塗１
福岡県北九州市八幡東区枝光３－８－３６〒805-0002

西村　龍也107624

TEL 092-595-2456

丸山鉄筋（株） 3,000 －4011無法

筋１
福岡県大野城市つつじヶ丘５－６－１７〒816-0962

丸山　竜也107626

TEL 0948-22-2644

（株）建創 5,000 －4010無法

土１建１と１石１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市潤野９３３番地２４４〒820-0021

古見　友治107628

TEL 092-292-9818

（有）ユウファクトリー 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区東那珂１－１３－１６〒812-0892

山田　裕己107629



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1101頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-924-8303

（株）ジェイエスティ 3,000 －4011有法

土１大１屋１塗１内１具１
福岡県筑紫野市大字諸田３０７－１〒818-0065

大木　正治107630

TEL 0942-64-3865

（有）吉川建具工業 5,000 －4002無法

内１具１
福岡県久留米市三瀦町高三瀦１２３７－２〒830-0103

吉川　隆之107631

TEL 093-882-3465

石田設備工業（株） 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市戸畑区小芝１－５－１３〒804-0092

石田　修107632

TEL 093-245-3880

（株）梶原電工 5,000 －4008無法

電１
福岡県中間市中鶴１－２－１０〒809-0037

梶原　修107633

TEL 0940-33-2421

花田土木 －4008無個

土１と１石１舗１水１解１
福岡県宗像市三郎丸１－４－１６〒811-4143

花田　裕二107634

TEL 093-652-2122

松尾組 －4008有個

内１
福岡県北九州市八幡東区末広町１８－１〒805-0049

松尾　邦史107635

TEL 093-613-3855

（株）松田緑化建設 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区上上津役６－１１－１９〒807-0072

松田　秀幸107636

TEL 093-967-8802

（株）アルバ 30,000 －4008無法

建２大２屋２タ２内２
福岡県北九州市小倉北区東篠崎３－４－１３Ｂ－１〒802-0072

穗積　一嘉107637

TEL 0930-24-0886

Ｓ＆Ａ　ｉｎｄｕｓｔｒｙ（株） 3,000 －4005無法

と１機１水１
福岡県行橋市大字高瀬９７－１〒824-0027

綿貫　忍107638

TEL 092-565-6218

黒川建設 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区柏原３－２７－４〒811-1353

黒川　豊治107640

TEL 092-943-1401

（株）Ｓｍｉｔｈ　Ｄｅｃｏ 10,000 －4001無法

建１塗１防１内１
福岡県古賀市小竹８４９－４〒811-3135

三角　誠志107641

TEL 092-713-5911

（有）ハウスファクトリー 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区港３－３－２８〒810-0075

青木　淳一107643

TEL 092-707-1078

（株）ジョブ・クリエイト 5,000 －4001無法

と１内１解１
福岡県福岡市中央区大名２－２－４３－２０３〒810-0041

中原　登志夫107645



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1102頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-26-5538

源輝水工 －4009無個

管１
福岡県田川郡糸田町南糸田７９９〒822-1325

田中　健107646

TEL 0949-26-5094

九州造園建設 －4004無個

土１園１
福岡県直方市大字頓野５５６－２〒822-0002

安田　浩之介107647

TEL 0944-76-3139

（有）大和計装 3,000 －4003無法

電１
福岡県柳川市大和町中島７５３〒838-0254

田中　太107649

TEL 0942-64-5043

廣松建設 －4002有個

と１
福岡県久留米市三潴町田川１３７７－１７〒830-0102

廣松　盛曉107650

TEL 0942-53-2024

室園電器産業（株） 10,000 －4007有法

建１
福岡県筑後市大字山ノ井３００－４〒833-0031

室園　義郎107651

TEL 093-342-7900

（株）ａｃｔｉｖｅ 5,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市門司区東新町２－３－１７〒801-0882

金山　敏幸107652

TEL 0979-82-4186

下原二級建築士事務所 －4005無個

建１大１屋１内１
福岡県豊前市大字八屋１２３－６〒828-0021

下原　賢人107656

TEL 093-283-0590

（株）ケイ・カンパニー 3,000 －4008無法

建１石１
福岡県遠賀郡岡垣町波津１３０７－１－５０１〒811-4201

木村　幸夫107657

TEL 0943-24-9577

ＡＭスポーツ －4007無個

と１
福岡県八女郡広川町大字六田４－１〒834-0103

鹿田　秋浩107658

TEL 092-883-6622

（株）アイホーム 10,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市西区小戸１－４８－９〒819-0001

岩元　智彦107662

TEL 092-834-2735

（株）松興 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市城南区茶山６－１－３０〒814-0111

松本　正人107663

TEL 092-409-8770

ミヤキ工業（株） 5,000 －4001有法

塗１
福岡県福岡市博多区山王１－１７－１７－７０４〒812-0015

宮木　紀昭107664

TEL 092-626-0855

（株）トーヨーアドテクノ 30,000 －4001無法

建２左２と２屋２板２ガ２塗２防２内２
福岡県福岡市博多区吉塚４－１１－１５〒812-0041

佐藤　純司107665



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1103頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-282-0256

アートロード（株） 8,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡岡垣町東高陽３－９－１０〒811-4225

廣渡　利幸107667

TEL 093-701-7262

（有）古野工務店 5,000 －4008無法

土１と１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津１５３７－５〒811-4341

末次　慎輔107668

TEL 0947-42-4827

（株）平松組 5,000 －4009無法

土１建１大１と１解１
福岡県田川郡香春町大字中津原１８６３－１〒822-1405

林　寛樹107669

TEL 0949-52-7877

（株）アソウアルファ 10,000 －4004無法

鋼１
福岡県直方市大字植木７８１－３〒822-0031

麻生　貴正107670

TEL 093-965-8822

（株）好健 500 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉南区上石田１－１１－１１〒802-0833

髙尾　好親107671

TEL 092-622-6225

（株）オフィス・エヌ 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区多の津１－２０－１４〒813-0034

永瀬　孝明107673

TEL 092-511-6723

（株）近藤組 7,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区西長住１－７－２８－１１１〒811-1361

近藤　昌広107675

TEL 092-622-8820

（株）フクテック 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市東区松島３－２５－２１〒813-0062

川口　明広107676

TEL 092-811-7998

井上造園（株） 8,880 －4001無法

土１と１園１
福岡県福岡市西区大字飯盛４７０－３〒819-0037

井上　哲朗107677

TEL 092-953-4600

（株）古瀬組 5,000 －4011無法

大１
福岡県那珂川市下梶原４２４－３〒811-1222

古瀬　一道107678

TEL 092-513-9732

（株）Ｎｉｓｉ翔 7,500 －4011有法

建１
福岡県大野城市乙金２－８－１４－１０１〒816-0902

西田　淳一107679

TEL 0949-24-6666

（株）アクサス 1,000 －4004無法

土１管１水１
福岡県直方市大字頓野３８１３－１〒822-0002

山本　美喜107680

TEL 0944-31-4161

森野電工 －4003無個

電１
福岡県大牟田市大字歴木９７６－２４〒837-0924

森野　学107682



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1104頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-777-9029

タツミ電設工業（株） 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城東５－１－２０〒807-0815

楠　辰実107683

TEL 092-581-7320

内装のかね福 －4011無個

内１
福岡県大野城市下大利１－７－１４〒816-0952

手島　規雄107684

TEL 093-771-4962

長谷川工業（有） 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市若松区和田町２０－３〒808-0063

長谷川　勇気107686

TEL 093-647-1190

（株）マツモト建設 3,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水５－３－２２〒806-0051

松本　繁樹107688

TEL 092-954-2776

（有）脇正建設 3,000 －4011無法

土１
福岡県那珂川市大字山田８１１〒811-1244

脇上　義正107689

TEL 092-942-5213

恩田工業（株） 3,000 －4001無法

機１
福岡県古賀市日吉３－２２－７〒811-3106

恩田　豊誌107691

TEL 092-409-0201

（株）インクリエイト 5,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市東区松島３－２３－４５〒813-0062

大濱　航107692

TEL 092-976-2552

（有）橋本組 3,000 －4001無法

大１
福岡県糟屋郡久山町大字山田３９９－１０３〒811-2502

橋本　俊夫107693

TEL 093-293-4521

（株）ＧＡＲＤＥＮ工房 6,000 －4008有法

と１
福岡県中間市岩瀬４－１５－４１〒809-0011

中村　学107694

TEL 0947-22-2423

中村設備工業 －4009無個

管１水１
福岡県田川郡福智町弁城２１６２〒822-1212

中村　周二107696

TEL 092-976-4757

（株）ＳＰＥＫ 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡久山町大字久原１１６１－１〒811-2501

織田　昇107697

TEL 092-935-5294

マサカツ工業 －4001無個

筋１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１１０６〒811-2112

御手洗　正勝107698

TEL 092-804-4477

小林工務店 －4001無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市早良区東入部２－１６－３４〒811-1102

佐藤　正二郎107699
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TEL 092-807-5530

（有）サンタック 3,000 －4001有法

と１舗１
福岡県福岡市西区大字千里４６３－１〒819-0374

山下　友弘107700

TEL 093-791-4931

共栄クレーン（株） 10,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市若松区南二島２－１９－１３〒808-0109

伊藤　和彦107701

TEL 0942-37-7177

（有）電興設計工業 4,000 －4002無法

電１管１
福岡県久留米市本町１３－４〒830-0044

野田　和彦107702

TEL 092-260-7573

春和建設（株） 5,000 －4001無法

建１大１電１管１内１
福岡県福岡市博多区半道橋２－１３－３０〒812-0897

春田　輝彦107703

TEL 093-588-3500

（株）ネオコム 2,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市小倉北区高浜１－２－１〒802-0021

永松　守107704

TEL 0940-36-9320

（有）後藤事務所 3,000 －4008無法

建１解１
福岡県宗像市田熊１－１－２０〒811-3431

後藤　真樹107705

TEL 093-472-1987

（有）末吉冷凍空調 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区朽網東６－９－１２〒800-0232

末吉　恒107706

TEL 092-871-0569

唐木美装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区干隈４－１４－１８〒814-0163

小川　ムツエ107708

TEL 092-661-0146

（有）コウエイ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区名島４－４２－１５〒813-0043

甲本　修一107709

TEL 092-841-3545

涼電（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区百道２－６－１－３０８〒814-0006

大場　大輔107710

TEL 0940-51-3957

吉村板金 －4008無個

板１
福岡県福津市津屋崎７－２６－３１〒811-3304

吉村　靖107712

TEL 092-806-3777

（株）アイワークス 1,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市西区大字太郎丸８８２〒819-0384

池　三千代107713

TEL 093-777-7158

（株）ＴＯＭＭＹＳ 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町４－２１－１０〒800-0256

冨永　智之107714
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TEL 093-471-9585

（有）セイワ技建 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区葛原本町６－１－１５〒800-0253

梅﨑　敦史107715

TEL 093-881-4370

（株）ＫＡＺＵ 500 －4008無法

石１タ１
福岡県北九州市戸畑区千防１－７－１２－３０２〒804-0081

江副　和隆107716

TEL 0942-27-5432

（有）九光電建 3,000 －4002無法

土１と１電１舗１通１
福岡県久留米市長門石４－１２－３３〒830-0027

松永　重徳107717

TEL 0949-24-0210

そうご住宅 －4004無個

建１
福岡県直方市大字下境３９７８－１６２〒822-0007

石田　秀徳107718

TEL 093-618-2744

（株）早井組 3,000 －4008無法

土１左１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南１－１３－１８〒807-1143

早井　功一107719

TEL 0942-26-7568

大久保鉄工 －4002無個

建１鋼１
福岡県久留米市安武町武島２０７７〒830-0071

大久保　靖107720

TEL 092-502-5007

ジェイ・フォーム －4001有個

建１内１
福岡県福岡市博多区光丘町１－３－３１〒812-0874

上田　一美107721

TEL 092-589-4818

（株）カンサイしんこう 19,950 －4001無法

建１管１内１機１
福岡県福岡市博多区南八幡町２－４－８〒816-0886

松永　雄大107722

TEL 0946-22-8804

髙橋鋼製建具 －4006無個

具１
福岡県朝倉市平塚９１７－５〒838-0059

髙橋　由美子107724

TEL 092-212-3217

オカモト企画 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区老司３－５３－４２〒811-1346

岡本　勝彦107728

TEL 092-627-3007

九州ゼット（株） 40,000 －4001無法

土２建２と２舗２水２解２
福岡県福岡市東区多の津４－１１－１９〒813-0034

岡本　全竜107729

TEL 092-612-7341

（株）バリュープロダクト 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市東区多の津１－７－１〒813-0034

三宅　昭夫107730

TEL 092-292-2076

（株）本田企画 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区神屋町５－２２〒812-0022

本田　幸徳107731
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TEL 092-408-7701

（株）ベネディカーサ 5,000 －4011有法

建１大１鋼１内１
福岡県太宰府市通古賀二丁目９－５〒818-0104

祐德　禎之107733

TEL 093-381-9707

（株）ジョイアスライフ 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市門司区小松町４－１８〒800-0034

末廣　陽一107734

TEL 0947-26-3300

中川設備 －4009無個

管１
福岡県田川郡糸田町１６５２〒822-1323

中川　裕之107735

TEL 0930-23-3352

コーシン技工（株） 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県行橋市東泉４－２０－１６〒824-0035

小堤　清彦107736

TEL 0947-41-8112

（株）梅本内装 1,000 －4009無法

内１
福岡県田川郡大任町大字今任原１４５０〒824-0511

梅本　龍介107737

TEL 0949-26-5979

武内工務店 －4004無個

建１
福岡県直方市大字上頓野１１５１〒822-0003

武内　賢二107738

TEL 092-211-1849

（株）敏設備工業 2,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区桧原７－２２－８〒811-1355

修行　敏也107739

TEL 092-561-8363

プロスキルサッシ －4001無個

具１
福岡県福岡市南区中尾３－８－５〒811-1364

永留　正也107740

TEL 092-947-0755

（有）栄大テック 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬７６〒811-2412

関　元昭107741

TEL 092-753-9361

（株）ジェイ．ケイ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区長浜１－３－２０〒810-0072

陣内　寅107742

TEL 093-562-6300

（株）タカムカイデザイン 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区篠崎１－３－１〒803-0861

高向　潤107743

TEL 093-967-8245

（株）ホームファクトリー 7,000 －4008無法

土１建１大１と１内１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－２－３〒802-0072

濱中　吉則107745

TEL 093-752-6100

（株）ＮＲＳ 20,000 －4008有法

と１解１
福岡県北九州市若松区響町１－７９－１〒808-0021

中山　卓107746
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TEL 093-616-7353

広親（株） 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区青山１－８－３２〒806-0043

本村　桂一朗107747

TEL 0942-62-3662

赤石建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市城島町江上本１０９１－１〒830-0214

赤石　徹107748

TEL 0942-44-0715

エス・イー・レンテック（有） 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市合川町字沼尻６２－９〒839-0861

近藤　常記107749

TEL 0942-21-5025

靏久芳寿園 －4002有個

園１
福岡県久留米市上津町２２０３－１２４〒830-0052

靏久　勝美107751

TEL 0947-42-7260

栄光サービス（株） 3,000 －4009有法

土１と１
福岡県田川市大字伊田２４２２－６〒825-0002

澤村　榮子107753

TEL 0949-26-1258

（有）河野地下工業 3,000 －4004有法

と１井１
福岡県直方市大字感田２２７０－１〒822-0001

河野　雄107755

TEL 0949-32-1010

（株）梓工建 5,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県宮若市鶴田１８９１－２９５〒823-0002

山田　和治107756

TEL 092-292-2020

（株）フィールド・アドバンテージ 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区半道橋１－６－１４Ｂ棟１０２号〒812-0897

山下　武大107758

TEL 092-872-8057

（株）福南 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市早良区早良７－１３－７〒811-1122

北村　安次郎107759

TEL 093-603-9159

（株）ＡＺコーポレーション 3,000 －4008有法

管１塗１
福岡県北九州市八幡西区光明２－１２－２４〒807-0824

永沼　孝一107761

TEL 092-683-3530

ラ・マーニ －4001無個

内１
福岡県福岡市東区千早４－２２－２０－１１０１〒813-0044

木下　圭介107762

TEL 093-647-1111

（株）ロングライフ・プロジェクト 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区清納２－６－７〒806-0013

井料　大和107763

TEL 0940-37-0092

（有）山㟢建装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県宗像市王丸７８３－１４〒811-3422

山㟢　大輔107764
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TEL 093-691-3069

（株）中原長楽園 5,000 －4008無法

土１と１園１
福岡県北九州市八幡西区本城東２－５－２〒807-0815

山下　和也107765

TEL 092-928-1159

（株）イケモト 1,000 －4011無法

土１と１
福岡県筑紫野市天拝坂２－３－６１〒818-0053

池本　茂107767

TEL 092-212-6001

糸永工業（株） 8,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区日佐５－１３－１８〒811-1313

糸永　忠107768

TEL 092-925-9018

イケガミ －4011無個

大１
福岡県太宰府市大佐野５－５－１〒818-0134

池之上　洋一107769

TEL 092-558-9497

（株）ペインテックス佐藤 2,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市博多区東月隈５－５－１〒812-0854

佐藤　金太郎107771

TEL 092-821-2264

木下電気商会 －4001有個

電１
福岡県福岡市早良区南庄２－１０－１８〒814-0031

木下　忠司107772

TEL 0940-32-8158

（株）鳶一 3,000 －4008無法

と１
福岡県宗像市陵厳寺４－１－１〒811-4145

横島　慎司107774

TEL 092-954-2200

（株）那珂川機械 5,000 －4011無法

機１
福岡県那珂川市後野２－１０－３〒811-1241

長野　健一107775

TEL 092-924-1070

飛鳥熱学（合） 100 －4011無法

建１大１屋１電１管１タ１内１
福岡県太宰府市水城３－１３－３１〒818-0131

吉田　匡利107776

TEL 092-963-1142

ワタナベ商事（株） 9,000 －4001有法

板１具１
福岡県糟屋郡新宮町立花口４１８－３８〒811-0102

渡辺　裕一107778

TEL 092-713-5600

（株）セイワ地研 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市中央区大名２－８－１７〒810-0041

次田　武史107779

TEL 093-617-2204

（株）Ｉｎｏｕｅ・Ｇｉｋｅｎ 9,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区馬場山西８－１〒807-1132

井上　大輔107780

TEL 093-372-5315

鎌田建築 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区寺内１－７－３２〒800-0015

鎌田　祐美107781
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TEL 092-922-3061

（株）エーエス・ジー 3,000 －4006無法

建１電１
福岡県朝倉郡筑前町上高場９２６－１〒838-0821

赤司　敏次107783

TEL 093-571-5581

大西工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区中井５－９－４〒803-0836

大西　治夫107785

TEL 0949-52-3581

（株）福設 50,000 －4004有法

機１
福岡県宮若市沼口３２８〒822-0152

徳王　雅彦107786

TEL 092-953-0345

松内（株） 5,000 －4011無法

大１左１屋１タ１塗１防１内１
福岡県那珂川市道善３－２９〒811-1254

松竹　隆司107787

TEL 092-452-8117

（株）シミズ 5,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市博多区上牟田３－１０－３〒812-0006

清水　康弘107790

TEL 093-691-8032

田代植木 －4008無個

園１
福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯１－３２－１３〒807-0876

田代　善通107791

TEL 093-612-5677

平方晴宏園 －4008無個

土１と１園１解１
福岡県北九州市八幡西区下上津役３－２０－２４〒807-0075

平方　友一107792

TEL 093-871-4071

永松建具硝子店 －4008無個

ガ１具１
福岡県北九州市戸畑区天神１－１－３〒804-0094

永松　博幸107793

TEL 092-692-4511

真栄電設（株） 2,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈２０１－１〒811-2301

坂口　真也107796

TEL 092-661-7374

アクアテック（株） 1,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県福岡市東区松島３－１４－８〒813-0062

山田　貴志107797

TEL 093-941-7832

（有）明和興産 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区下城野２－２－１１〒802-0804

明神　友規107799

TEL 0940-42-6888

テクノホーム（有） 3,000 －4008無法

電１
福岡県福津市高平６－２〒811-3227

亀田　住宜107800

TEL 0943-22-9733

原総業 －4007無個

と１
福岡県八女市立花町北山１６９２－１〒834-0085

原　満広107801
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福岡県
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TEL 093-647-4771

（株）スタッフエンジニア九州 5,000 －4005有法

土１と１解１
福岡県京都郡苅田町富久町１－２０－４〒800-0352

池田　志朗107802

TEL 093-967-9830

ナオミ工業 －4005無個

と１
福岡県京都郡苅田町京町２－１９－４プレジデント苅田１０１号〒800-0351

坪根　尚美107803

TEL 0947-42-8476

（有）福岡メンテナンス 3,000 －4009無法

電１管１
福岡県田川市大字伊田１５０９－１７〒825-0002

山口　厚107804

TEL 092-281-0161

大牟田セキサン（株） 60,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区上呉服町１１－１６〒812-0036

会場　学107805

TEL 093-873-9100

（株）若建エンジニアリング 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市戸畑区牧山新町６－２２〒804-0054

川砂　武彦107807

TEL 092-627-3200

ＴＳＰプラス（株） 30,000 －4001有法

鋼１
福岡県糟屋郡志免町別府北１－１２－３３〒811-2233

荒木　尚107809

TEL 092-524-0033

（株）ハウゼックコーポレーション 20,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市南区大楠３－１２－２７〒815-0082

毛利　嘉克107810

TEL 0948-22-7516

（株）博光社 5,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市鯰田１０９６〒820-0001

清水　広正107811

TEL 0947-22-0221

吉田環境整備（有） 5,000 －4009有法

管１
福岡県田川郡福智町金田１１７５－１〒822-1201

鈴木　博樹107813

TEL 092-323-9898

（株）四季工房 5,000 －4001有法

と１園１
福岡県糸島市高祖９５１－４〒819-1571

楢﨑　辰基107814

TEL 092-881-1122

倉谷翠泉堂 －4001無個

内１
福岡県福岡市西区姪浜６－２－２５〒819-0002

倉谷　實男107815

TEL 092-631-2250

（株）九州リアライズ 75,000 －4001無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市博多区堅粕１－２８－４４〒812-0043

鶴田　直107816

TEL 092-953-8770

（株）倉八電工 5,000 －4011有法

電１
福岡県那珂川市片縄西５－３－１８〒811-1202

倉八　和行107817



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-892-5006

（株）ＥＩＳＨＩＮ 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区大字羽根戸５９番１〒819-0038

貞方　英嗣107819

TEL 093-953-6970

（株）ＴＡＴＳＵＭＩ 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区大字横代９９〒802-0824

池本　龍吾107820

TEL 093-383-7472

（株）ＤＫデザイン 1,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉南区東貫１－４－２３－Ａ２〒800-0224

萩谷　崇廣107821

TEL 092-408-1251

（株）ＳＡＷＡＲＡ 9,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区東入部６－２５－１１〒811-1102

樋口　夕子107824

TEL 092-721-0855

（株）総合保全 8,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区天神３－１２－１２〒810-0001

中里　俊郎107825

TEL 092-477-1977

（株）シーピーオー 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区東那珂１－９－７〒812-0892

池田　数馬107826

TEL 092-821-7385

（株）リペアエンジ 60,000 －4001有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県福岡市早良区百道浜２－３－３３〒814-0001

赤松　弘幸107827

TEL 093-695-6477

（株）ＫＩＭ 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区美吉野町１０－１９〒807-0865

池上　幸二107832

TEL 093-601-1135

（株）俵口建設 20,000 －4008無法

土２と２鋼２舗２水２
福岡県北九州市八幡西区折尾２－２－１２〒807-0825

俵口　学107833

TEL 0930-24-5470

（有）秋栄電機 5,000 －4005有法

電１
福岡県行橋市大字高瀬６８０〒824-0027

秋永　幸生107834

TEL 092-210-8001

前田工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区弥永１－５－９〒811-1323

前田　忠雄107835

TEL 0940-42-3553

友愛メンテナンス（株） 5,000 －4008無法

建１管１消１
福岡県福津市上西郷２８－３７〒811-3207

原田　優興107836

TEL 092-753-8609

（株）ボルテック 5,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市中央区大名１－１４－４５－６階〒810-0041

三宅　真二107838



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可
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TEL 092-595-2264

（有）オーディーエス 100 －4011無法

電１通１
福岡県大野城市紫台２１－１４〒816-0954

日野　修107839

TEL 092-926-0172

（株）柴田造園 8,000 －4011有法

土１園１
福岡県筑紫野市大字筑紫１８４－６〒818-0025

柴田　耕輝107840

TEL 092-410-5217

（株）進栄電気 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区和白５－７－２０〒811-0202

原野　進一107842

TEL 092-211-3700

（株）ティープランニング 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区柏原６－６２－９－４０７〒811-1353

辺田　敏彦107843

TEL 092-558-5997

（株）山壱 20,000 －4011有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗２水１解１
福岡県大野城市白木原３－３－２４〒816-0943

山下　徹107845

TEL 0944-86-6868

（有）エイケイクラフト 10,000 －4003無法

大１内１具１
福岡県大川市大字鐘ケ江５９０－１６〒831-0008

島崎　裕輔107846

TEL 0942-73-1333

中央工務店 －4002無個

建１
福岡県小郡市福童１４６－１〒838-0137

寺田　結夫107847

TEL 0942-51-5021

（株）フジクロ 50,000 －4002有法

土２建１と２石２管１舗２解２
福岡県久留米市城島町城島５２－１〒830-0207

中島　崇107848

TEL 092-558-3644

ＮＹワークス（株） 5,000 －4011無法

土１建１と１鋼１舗１塗１園１水１
福岡県春日市松ヶ丘１－２８〒816-0843

八尋　裕次郎107849

TEL 092-962-2522

（株）アステック 4,000 －4001無法

と１電１管１
福岡県糟屋郡新宮町三代７２５－５〒811-0111

永野　秀憲107850

TEL 092-410-6668

（株）アイ・ホーム 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県古賀市新原７７３－１９〒811-3127

伊藤　貴之107853

TEL 092-862-1218

ミヤ防水（株） 5,000 －4001無法

と１舗１防１
福岡県福岡市城南区東油山６－１１－５〒814-0155

宮前　人見107856

TEL 093-531-8029

（有）コトブキ 3,000 －4008有法

土１舗１
福岡県北九州市小倉北区上富野５－１－８〒802-0022

金沢　壽美子107858
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TEL 093-383-7281

（株）ライズテクノロジー 5,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区横代東町２－１７－１６－２〒802-0822

馬場　啓輔107859

TEL 093-776-5169

（有）幸和建設工業 3,000 －4008無法

と１屋１板１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町１－１－２〒800-0256

野中　博幸107860

TEL 093-871-8807

（株）ＮＩＮＴＥＣ 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区菅原１－１－８〒804-0044

片平　忍107861

TEL 092-589-3733

（株）佐野建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区麦野５－６－２２合庭ビル２０５号〒812-0882

浅尾　克次107862

TEL 0947-28-6039

（株）ムラサキ圧送 5,000 －4009無法

土１大１と１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡福智町赤池５５１－２１〒822-1101

紫　純二107863

TEL 092-951-0780

（株）Ｌｉｆｅユニット 3,000 －4011無法

管１内１
福岡県那珂川市片縄東１－２－６〒811-1204

持永　勝美107867

TEL 092-580-8120

（株）マルハギ創建 3,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市川久保２－１５－２４〒816-0905

萩原　正史107868

TEL 092-600-7725

（株）ｎｉｃｏ 40,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市博多区比恵町２－７－１０階〒812-0014

河本　敬嗣107869

TEL 093-243-1107

（株）良昴 8,880 －4008無法

建１大１内１
福岡県中間市土手ノ内３－２３－１９〒809-0033

若本　敏郎107870

TEL 092-558-3385

中村興産 －4011無個

タ１
福岡県大野城市平野台１－２５－８〒816-0972

中村　裕一107872

TEL 0942-52-1831

ヒデック －4007無個

と１電１
福岡県筑後市大字下北島７７－５〒833-0034

大石　英幸107873

TEL 0944-22-2296

松藤工務店 －4003無個

建１
福岡県みやま市高田町江浦町５４２〒839-0212

松藤　徹107874

TEL 0944-53-5959

園林建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市藤田町５２８〒836-0074

園林　光彦107877
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TEL 092-710-7788

（株）アイディエス 1,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区上呉服町５－３０〒812-0036

讃井　健吾107878

TEL 0930-24-7145

増田工業 －4005無個

土１大１と１舗１
福岡県京都郡苅田町大字法正寺１３４〒800-0334

増田　純一107882

TEL 093-962-8100

青山ルーフ（株） 5,000 －4008無法

板１
福岡県北九州市小倉南区下南方１－２－１９〒802-0977

青山　雄二107883

TEL 0949-52-7914

（株）ＫＹＯＥＩ 3,000 －4004無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新北１０２３番地〒807-1313

一ノ瀬　健107884

TEL 093-776-6613

（株）河尾電気設備 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区葛原２－１０－７〒800-0251

河尾　隆広107885

TEL 0944-63-8065

田中設備 －4003無個

土１管１
福岡県みやま市瀬高町太神１５２５－２〒835-0013

田中　力107886

TEL 093-245-5788

前野工業 －4008無個

土１と１舗１
福岡県中間市朝霧２－２０－２６〒809-0021

前野　利彦107887

TEL 092-292-4641

（株）ＳＨＩＮＳＥＩ 5,000 －4001無法

内１具１
福岡県福岡市東区多の津１－１８－７〒813-0034

井口　紘壮107888

TEL 092-292-9215

翔建（株） 20,000 －4001無法

建２と２管２塗２防２内２具２解２
福岡県福岡市博多区下川端町９－１５〒812-0027

藤川　大藏107889

TEL 0943-32-3221

弥吉工務店 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町久泉１４６〒834-0112

弥吉　大介107890

TEL 0943-77-3373

つばさ工務店 －4002無個

建１
福岡県うきは市浮羽町東隈上３７２－１１〒839-1403

渡邉　信秀107891

TEL 093-647-4821

（株）北九工業 5,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡水巻町二西３－１７－２５〒807-0055

野口　英夫107892

TEL 092-407-9549

（株）ハピネス・プラン 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区小戸４－１５１４－１６〒819-0001

宗雲　清美107897
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TEL 092-980-7312

（株）大島電気 2,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市大城３－３－７〒816-0911

大島　信義107898

TEL 092-407-6210

リフォームデコ（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区七隈８－６－３０〒814-0133

木原　賢治107899

TEL 0949-22-1116

（株）モリタ建築 5,000 －4004無法

建１
福岡県直方市大字植木２５８－２７〒822-0031

森田　哲107900

TEL 093-761-2236

九州総合建設（株） 50,000 －4008無法

土２と２し２
福岡県北九州市若松区浜町１－６－１８〒808-0024

岡本　清嗣107901

TEL 0940-33-6030

（株）和技研 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県宗像市稲元４－３－１５〒811-3406

花田　和彦107902

TEL 093-883-6708

（株）絆施工 5,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市八幡西区大字浅川１１６９〒807-0877

山下　勝美107903

TEL 0942-65-7050

グラティス（株） 3,000 －4002無法

建１大１と１屋１タ１内１絶１具１解１
福岡県久留米市梅満町１７２１－７〒830-0048

中島　寛明107905

TEL 0944-56-0378

（有）横山工業 3,000 －4003無法

管１鋼１機１
福岡県大牟田市四山町８０－２１〒836-0067

横山　壮一107906

TEL 0943-32-3405

（株）富士丸技建工業 3,000 －4007無法

塗１
福岡県八女郡広川町大字久泉１６６〒834-0112

馬場　優107907

TEL 092-541-1144

（株）中村緑地建設 57,500 －4001有法

土２と２石２園２
福岡県福岡市南区長住１－８－２６〒811-1362

中村　寛孝107908

TEL 092-512-4378

（株）真子電気 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区大橋３－３０－２９〒815-0033

真子　美智人107910

TEL 092-516-2451

シンワアチーヴメント（有） 5,000 －4011無法

建１電１通１
福岡県那珂川市片縄３－５３〒811-1201

渋谷　昌幸107912

TEL 092-954-2565

（株）豊田建設 5,000 －4011無法

大１と１
福岡県那珂川市片縄北６－９－１０〒811-1203

豊田　正洋107915
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TEL 093-619-3600

（株）緑研ジー・エス 5,000 －4008無法

土１建１と１舗１園１
福岡県北九州市八幡西区楠橋東２－１－２３〒807-1142

武藤　大祐107916

TEL 092-737-1101

（株）Ｇｏｏｄ不動産 100,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市中央区大名１－１４－４５〒810-0041

牧野　修司107919

TEL 092-663-2470

（株）アイアンワークス・プランニング 5,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市東区みどりが丘１－５－４〒813-0021

田中　大介107921

TEL 092-577-7063

（株）Ｋ’ ｓ工業 4,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区桧原５－１７－３１〒811-1355

河津　圭介107922

TEL 0942-41-0655

尾花建設（株） 50,000 －4002有法

土２と２舗２園１水２解２
福岡県久留米市山川神代１－４－３〒839-0811

友野　啓二107924

TEL 093-243-5468

（株）錦 1,500 －4008無法

土１と１鋼１
福岡県中間市長津２－２３－３〒809-0036

三村　孝行107925

TEL 093-741-5445

（有）ハヤマ 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区青葉台東２－９－８〒808-0141

早間　千晃107926

TEL 092-481-4380

（有）山伸アルミ 3,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市博多区東那珂２－１３－３２〒812-0892

山本　岳裕107927

TEL 0943-32-2059

原野建設 －4007無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県八女郡広川町大字水原２０４１〒834-0102

野中　正豪107928

TEL 093-472-7963

中西建設 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区大字貫２２４〒800-0245

中西　しげ子107931

TEL 0944-88-9030

（株）Ｓ．Ｐ．Ｅ 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市大字手鎌４９８－１３〒836-0004

隈　幸之助107933

TEL 0944-76-3909

大和電化工事 －4003無個

電１消１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾１３１－３〒839-0253

江崎　博文107935

TEL 092-607-7248

松田建設 －4001有個

建１
福岡県福岡市東区和白東５－１２－８〒811-0214

松田　永徳107936
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-567-9191

（株）ＡＦＣ 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市南区鶴田１－２－５９〒811-1352

酒井　晃107937

TEL 092-558-3889

（株）サカグチ 1,000 －4011無法

大１
福岡県春日市須玖南２－４７〒816-0863

坂口　隆107939

TEL 092-565-3777

ワイレック（株） 3,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市南区日佐２－２７－１５－２０３〒811-1313

八木田　直人107941

TEL 092-327-5139

（株）梁 3,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市志摩稲留４－１〒819-1313

吉富　直生107942

TEL 093-883-8130

エムテック（株） 20,000 －4008有法

建２大２屋２管２タ２鋼２内２機１
福岡県北九州市八幡西区熊手１－３－６〒806-0028

財津　正美107943

TEL 092-986-5168

（株）梅野電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区桧原６－３１－３１〒811-1355

梅野　和昭107945

TEL 0942-55-9198

ソルティー工業 －4002無個

と１
福岡県久留米市荒木町荒木１９６５－１７〒830-0063

塩屋　拓朗107946

TEL 0942-55-8303

ハツタ塗装 －4002無個

塗１
福岡県久留米市東合川８－５－３１〒839-0809

初田　幸治107947

TEL 092-710-2414

（株）ＯＫＧ 5,000 －4011無法

左１
福岡県那珂川市片縄１－１８３－２〒811-1201

大木　篤史107948

TEL 092-409-4931

（株）新和工建 3,000 －4001無法

大１と１屋１鋼１筋１板１防１
福岡県福岡市博多区竹下２－４－３〒812-0895

猿渡　政行107949

TEL 092-581-0177

（株）鈴木空調 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区麦野１－２６－１２〒812-0882

鈴木　康之107950

TEL 0942-48-0140

（有）田籠建装 3,000 －4002無法

タ１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈４９４〒830-1226

尾畑　真也107951

TEL 092-874-4181

（株）エコテックス 5,000 －4001無法

建１大１電１内１
福岡県福岡市早良区田村２－１１－４〒814-0175

伊佐　宣之107953
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TEL 092-957-9191

（株）坂本基礎工業 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県糟屋郡宇美町宇美３－３－２〒811-2101

坂本　博臣107954

TEL 092-942-1421

（有）九設工 3,000 －4001無法

管１
福岡県古賀市今在家１０－１７〒811-3131

嘉村　朝美107955

TEL 093-244-1566

（有）二幸内装 3,000 －4008無法

内１
福岡県中間市岩瀬２－３０－１３〒809-0011

中西　幸雄107956

TEL 093-591-7061

アライ装飾 －4008有個

内１
福岡県北九州市小倉北区高峰町１７－１４〒803-0826

新井　勝美107957

TEL 093-883-8669

（株）なかむら 5,000 －4008無法

板１
福岡県北九州市八幡西区上上津役６－１１－３０〒807-0072

中村　友和107958

TEL 0930-25-2900

（株）毛利設備工業 3,000 －4005無法

土１管１水１
福岡県京都郡苅田町小波瀬１－６－３〒800-0345

毛利　俊昭107959

TEL 0947-44-7616

（株）コウゲン総合建設 5,000 －4009無法

土１
福岡県田川市大字伊田１５０６－２〒825-0002

衞藤　友美107960

TEL 092-572-7936

イワサ塗装 －4011無個

塗１
福岡県春日市昇町６－４２－５０６〒816-0851

岩佐　洋次郎107964

TEL 092-572-9406

翔和工業 －4011有個

塗１防１
福岡県春日市紅葉ヶ丘５－１３－１〒816-0832

山本　和義107965

TEL 0947-46-5112

ウッディーピノキオ －4009無個

建１
福岡県田川市桜町４８５－２〒826-0021

佐藤　重雄107966

TEL 092-938-3231

（有）福岡住建 5,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡粕屋町原町２－８－１２〒811-2307

野口　宗一郎107967

TEL 092-836-5881

黒崎内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区小田部３－２１－１３〒814-0032

黒崎　武憲107968

TEL 093-483-1855

（株）エム＆アール 10,000 －4008無法

電１絶１
福岡県北九州市門司区大字吉志３２４－４〒800-0114

時津　恵子107969
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TEL 093-616-9147

（株）淳志工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区養福寺町３－２１－１〒806-0069

立石　淳次107971

TEL 093-613-3998

ＭａｎｄＩ －4008無個

土１
福岡県北九州市八幡西区萩原１－８－１０－３０４〒806-0059

森田　剛志107973

TEL 093-771-8787

竹本建設（株） 5,000 －4008無法

建１大１と１
福岡県北九州市若松区西畑町２－１１〒808-0043

竹本　剛一郎107975

TEL 092-589-8100

（株）サンセイ 10,000 －4011有法

建１大１左１と１石１屋１電１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県春日市塚原台１－１２２－２〒891-0841

園田　祐市107976

TEL 092-894-7055

（株）ツ－・テック 10,000 －4001無法

建１左１塗１防１
福岡県福岡市西区野方５－６２－５〒819-0043

海士元　啓107977

TEL 0944-22-5145

（株）診断 5,000 －4003有法

土１建１と１塗１防１
福岡県みやま市高田町江浦町５２８〒839-0212

井手口　徹107979

TEL 0944-33-2269

森設備 －4003有個

土１管１水１
福岡県三潴郡大木町大字前牟田６５９〒830-0406

森　高生107980

TEL 0949-42-1636

楠本建設 －4004無個

建１
福岡県鞍手郡鞍手町大字木月３２９－６〒807-1303

楠本　政孝107984

TEL 0948-80-1274

（有）西田電設 5,000 －4010無法

通１
福岡県飯塚市伊川３１０〒820-0054

西田　景三107985

TEL 0940-35-3955

（株）くすの木 3,000 －4008無法

と１
福岡県宗像市広陵台５－２－２４〒811-4165

楠　明憲107986

TEL 093-383-0074

（株）古江建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区中井口３－４４〒803-0837

古江　勝紀107987

TEL 092-408-3685

米田建築工房（株） 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区野間４－１８－１９－１Ｆ〒815-0041

米田　竜治107989

TEL 092-516-3851

（株）渡邊建装 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市早良区野芥５－１－１７〒814-0171

渡邊　竜介107990
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TEL 092-874-5432

（有）古城冷凍工業所 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区田村５－１０－１３〒814-0175

古城　敏博107991

TEL 092-986-8923

（株）和泉美建 5,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡志免町片峰中央３－１１－１１〒811-2246

竹原　正喜107992

TEL 092-627-2600

（株）ＡｌｌＳｕｍ 40,000 －4001無法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市東区多の津４－１１－１〒813-0034

小林　和博107993

TEL 092-408-5373

杉野建設（株） 1,000 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県那珂川市大字山田９７２－５〒812-1244

杉野　弥107994

TEL 0943-77-3013

誠真建設 －4002無個

建１
福岡県うきは市浮羽町山北６８６〒839-1408

江藤　誠二107995

TEL 092-923-5676

エムビーテック（株） 8,000 －4011無法

板１
福岡県太宰府市水城６－１－８〒818-0131

村上　光一107996

TEL 092-863-0852

ＫＲＴ（株） 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区南片江５－１９－８〒814-0143

竹内　信一郎108000

TEL 092-502-5143

倉光技巧 －4011無個

具１
福岡県春日市白水ヶ丘３－４９－１〒816-0845

倉光　公108001

TEL 0942-52-1288

中富塗装工業 －4007無個

塗１
福岡県筑後市大字野町７９３－１〒833-0032

中富　英一108002

TEL 093-473-8820

よしはらエンジニアリング（株） 20,000 －4008有法

土１建１電２管１機１消１
福岡県北九州市小倉南区朽網東６－３６－１〒800-0232

吉原　康一108003

TEL 093-863-0271

鵜戸鉄筋工業 －4008無個

筋１
福岡県遠賀郡遠賀町虫生津６９２－１〒811-4321

鵜戸　正活108004

TEL 0946-42-0132

（株）原口想建 5,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉郡筑前町中牟田１１３２－５〒838-0226

　口　寿成108006

TEL 092-596-6552

伊藤電機総業 －4011無個

電１
福岡県大野城市南ヶ丘３－１３－２６〒816-0964

伊藤　賢治108007
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TEL 0942-34-3261

橋本事務機（株） 10,000 －4002有法

内１
福岡県久留米市中央町２０－３２〒830-0023

橋本　和幸108008

TEL 093-619-2087

（株）真組 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区楠橋下方３－２－１７〒807-1146

後藤　真二108009

TEL 092-407-7815

倉興（株） 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区干隈６－８－１３〒814-0163

横山　三寛108010

TEL 092-883-6810

（株）上慶 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市西区福重２－１１－１－１０３〒819-0022

仲西　慶晃108011

TEL 092-884-0345

（株）ヒロタケ 1,000 －4001無法

塗１防１内１
福岡県福岡市西区下山門３－９－３０〒819-0052

林　弘一朗108012

TEL 0948-23-3253

（株）双幸建設 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県飯塚市吉北４２１３－８９〒820-0061

貞方　良樹108014

TEL 0948-80-6611

（株）神水設備 5,000 －4010有法

管１消１
福岡県飯塚市東徳前１６－２２〒820-0082

丸山　悟志108015

TEL 092-921-8294

新ヶ江シール －4011無個

防１
福岡県太宰府市吉松１－１９－３〒818-0138

新ヶ江　敦史108018

TEL 0947-22-5586

（合）優里建設 5,000 －4009無法

土１と１石１タ１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町神崎１５３３〒822-1202

大場　勇人108019

TEL 092-205-2898

（有）タンク検査プラント 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市東区西戸崎５－７－４〒811-0321

井川　良一108020

TEL 092-775-6752

（株）エスプランニング 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市西区羽根戸６８４－１〒819-0038

七嶋　修一108021

TEL 0947-22-1422

（株）森野工業 8,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川郡福智町金田３１３〒822-1201

森野　忠108022

TEL 0949-28-8478

（株）アスリード 20,000 －4004無法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県直方市感田３４７７番地３〒822-0001

越智　健一108023
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TEL 0943-24-3606

いもと建築工房 －4007無個

建１大１
福岡県八女市忠見２９－１０〒834-0014

井本　大輔108024

TEL 0946-42-3104

ＳＴＳ（株） 1,000 －4006有法

土１と１舗１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈３４９－１５〒838-0215

石丸　智史108025

TEL 093-482-3601

（株）ユニ 5,000 －4008有法

電１管１絶１
福岡県北九州市小倉北区真鶴２－５－２１〒803-0844

梅田　晃広108026

TEL 093-941-2861

宣研ロジエ（株） 20,000 －4008有法

建２
福岡県北九州市小倉北区若富士町７－２６－３０１〒802-0063

冨居　公泰108027

TEL 092-624-7570

西日本エレベータ（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市東区多の津４－６－４〒813-0034

工藤　正之108028

TEL 092-260-7886

（株）廣栄設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区半道橋２－７－７〒812-0897

橘　廣三108029

TEL 0948-25-6255

ナムプラントシステム（株） 1,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市下三緒３５－５７２〒820-0012

中村　俊晴108032

TEL 093-964-3399

（株）牧野工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－３－３５〒802-0821

牧野　仁108036

TEL 093-201-3802

（有）小黒商店 3,000 －4008有法

土１
福岡県遠賀郡水巻町頃末北１－７－１２〒807-0022

小黒　嘉博108037

TEL 092-841-4141

安藤造園土木（株） 48,000 －4001有法

土２と２舗２園２
福岡県福岡市早良区西新２－１－５４〒814-0002

白木　成光108038

TEL 092-891-3325

（株）東智建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区小戸３－１１－２〒819-0001

中田　智久108039

TEL 092-884-3298

（有）ぴいおんシステム 3,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市西区内浜２－１９－１〒819-0005

樋口　秀樹108043

TEL 093-953-9335

（株）ワイテック 2,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉北区井堀３－２６－１８〒803-0835

吉村　登志昭108045
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TEL 092-586-6942

（株）イーアイエフ 9,900 －4011無法

電１
福岡県大野城市中１－５－３２〒816-0906

山口　洋108046

TEL 0942-31-4524

（株）石橋工業 500 －4002無法

管１
福岡県久留米市野中町１０５４－１－３０５〒839-0862

石橋　眞一108048

TEL 0944-78-1315

パラストホーム －4003有個

建１
福岡県大牟田市上官町４－１２７〒836-0866

大野　末治108049

TEL 0943-23-3488

（株）西江ハウジング 3,000 －4007有法

建１
福岡県八女市鵜池５－１〒834-0055

西江　敬一108050

TEL 093-752-0203

（株）Ｋ・Ｃ・Ｓ 1,000 －4008無法

建１と１
福岡県北九州市若松区響町１－８７－２〒808-0021

川口　健治108052

TEL 092-629-8221

（有）大邦工業 3,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区吉塚１－３６－１７〒812-0041

一ノ瀬　孝則108053

TEL 0940-62-5290

（株）大翔建設 5,000 －4008無法

と１
福岡県福津市宮司浜２－８－４－２０２〒811-3311

野田　弘昭108054

TEL 092-946-2720

（有）モリケン 5,000 －4001有法

と１
福岡県古賀市薦野１３９３－１〒811-3122

盛川　万里子108055

TEL 092-862-4511

冨士設備工業所 －4001無個

管１
福岡県福岡市早良区田村５－２０－２２〒814-0175

田中　博文108056

TEL 092-834-4567

（株）佐伯工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市西区拾六町２－９－１〒819-0041

佐伯　誠幸108057

TEL 093-701-9325

ＨＭデザイン（株） 5,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市若松区本町１－１０－１７上野ビル３０１号〒808-0034

南　英昭108058

TEL 093-701-1287

リビングニシキ －4008無個

防１
福岡県北九州市若松区二島３－７－３９〒808-0103

坂口　博和108059

TEL 093-671-0223

（株）錦戸工業 3,000 －4008無法

土１と１鋼１塗１
福岡県北九州市八幡東区大宮町１７－２１〒805-0003

錦戸　優108060
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TEL 092-776-0086

（株）プロデュース 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区地行３－２７－１８〒810-0064

吉田　茂利108061

TEL 092-502-8566

ゼロコンセプト（合） 8,500 －4011有法

鋼１
福岡県大野城市仲畑１－１１－１〒816-0921

永石　英広108062

TEL 092-292-0563

みゆき塗装工業（株） 1,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市南区高木１－１６－２６〒815-0004

木村　幸108064

TEL 0942-52-7349

（株）笠島電設 9,900 －4007無法

電１
福岡県筑後市大字鶴田４２１－５〒833-0007

笽島　学108065

TEL 093-863-8888

（株）ブイホーム 5,000 －4008有法

建１タ１内１
福岡県北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町５－３８〒804-0024

渡邉　正孝108067

TEL 092-403-5727

（有）レイティス 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区東那珂１－１２－８〒812-0892

佐藤　純二朗108071

TEL 092-812-0733

（株）ＫＳＫ 5,000 －4001無法

大１と１
福岡県福岡市西区野方３－３４－２３〒819-0043

有川　健一108072

TEL 092-821-6733

友岡工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市早良区有田１－２３－１５－１０１〒814-0033

友岡　忠108073

TEL 093-776-2287

（株）ＲＩＳＥ 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区明和町９－１－２Ｆ〒802-0017

名川　靖国108074

TEL 093-964-7520

丸幸開発工業 －4008無個

土１園１
福岡県北九州市小倉南区南方２－１－２０〒802-0976

丸本　政幸108076

TEL 093-372-1877

匠（有） 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区寺内３－１－２４〒800-0015

大本　雅仁108077

TEL 093-873-0022

ヱビス（株） 20,000 －4008有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県北九州市小倉北区中井１－２９－１５〒803-0836

末光　茂寛108078

TEL 092-586-7468

（株）ＴＯＫＵＷＡ１１ 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区東那珂３－６－５１〒812-0892

塚本　直樹108080
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TEL 092-928-3306

（株）エムズ 3,000 －4011有法

建１大１屋１タ１防１内１
福岡県筑紫野市阿志岐２１８６－１〒818-0011

松野　英明108081

TEL 092-573-6733

大海設備 －4011無個

管１
福岡県春日市白水ヶ丘５－８０〒816-0845

中須田　裕海108082

TEL 0943-32-1051

（資）樋口工務店 3,050 －4007無法

建１
福岡県八女郡広川町大字川上１５６－１〒834-0113

樋口　政則108083

TEL 093-883-6302

（有）青拓建設 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市戸畑区天籟寺２－１１－８〒804-0041

青影　茂雄108084

TEL 093-616-2828

有明塗装 －4008無個

建１大１左１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区松寿山３－８－１０〒807-0855

藤井　英典108085

TEL 0940-32-2559

（合）安永工務店 5,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市赤間駅前２－４－１６〒811-4185

安永　勝則108086

TEL 0944-41-7477

（株）大石建装工業 5,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大字甘木５５８－５〒837-0905

大石　昌雄108089

TEL 092-951-0666

（株）ソウシン建設 20,000 －4011無法

土１建１大１と１屋１タ１鋼１舗１内１
福岡県那珂川市中原５－７０－１〒811-1213

安部　聖也108090

TEL 092-562-7070

（株）共栄ビル・パ－トナ－ズ 20,000 －4001有法

建２大２石１屋２電２管２タ２板１塗１防１内２通１具１消１
福岡県福岡市南区向野２－１１－１０〒815-0035

草場　真哉108092

TEL 092-940-5157

（株）未来興産 10,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県糟屋郡新宮町下府６－９－１４〒811-0112

松田　香奈子108093

TEL 093-434-2064

（資）志水電気 2 －4005無法

電１
福岡県京都郡苅田町尾倉３０９７－１９〒800-0353

志水　洋貴108094

TEL 0930-52-3772

（株）豊和建工 10,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１筋１舗１し１塗１水１解１
福岡県築上郡築上町大字椎田６８３－１５〒829-0301

高井　裕章108095

TEL 0948-22-9031

（有）オープラント 3,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市花瀬１３９－４〒820-0045

小川　拓郎108096
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TEL 0948-82-1102

（株）トリュウ 5,000 －4010無法

土１建１と１舗１解１
福岡県飯塚市綱分１４１６－１〒820-0101

萩尾　幸子108097

TEL 0942-37-1470

（株）プログレス・Ｎ 5,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市西町７４７－１８〒830-0038

中野　栄次108098

TEL 0942-27-9131

（株）明邦 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市宮の陣町大杜１８８〒839-0803

小堀　祥子108100

TEL 0944-64-1182

（株）光進建設 500 －4003無法

土１と１解１
福岡県みやま市瀬高町大江１４４８－１〒835-0019

松尾　裕二108101

TEL 0947-32-5910

（株）裕建コーポレーション 10,000 －4009無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡香春町大字香春２０３０－１〒822-1406

木村　裕治108102

TEL 0947-72-7340

（有）宮建 3,000 －4009無法

鋼１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２９０２－６〒827-0003

宮原　利隆108103

TEL 092-864-1360

（有）大矢塗装 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区南片江５－２０－２０〒814-0143

大矢　真一108104

TEL 092-626-3223

野田電機（株） 15,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区多の津４－１３－１３〒813-0034

野田　憲嗣108105

TEL 092-806-8585

（株）アーキテクト匠 300 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市西区周船寺１－７－６０－１Ｆ〒819-0373

橋本　正近108106

TEL 093-621-6017

加藤電工 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区引野２－２－１０－６０４〒806-0067

加藤　秀法108107

TEL 0943-73-0649

マルハ建築工房 －4002無個

建１
福岡県久留米市田主丸町豊城９１－７〒839-1234

狹場　順二108109

TEL 0943-77-8381

佐藤住宅設備 －4002無個

管１
福岡県うきは市浮羽町山北２１２４－６〒839-1408

佐藤　大光108110

TEL 0942-26-2441

（株）古賀電設商会 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市安武町住吉１０３９－３〒830-0078

蒲池　学108111



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-62-2186

（株）フラットホーム 5,000 －4003有法

建１
福岡県みやま市瀬高町高柳４１５－３〒835-0018

平　竜成108112

TEL 0944-32-1815

（株）高井良建設 500 －4003無法

大１
福岡県三潴郡大木町大字蛭池１５７４－１〒830-0411

髙井良　則幸108113

TEL 092-946-2724

土本冷熱（株） 5,000 －4001有法

管１
福岡県古賀市薦野１８７９－１２〒811-3122

土本　幸美108114

TEL 092-407-4443

ツクバ住宅 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区梅林６－１６－２５〒814-0172

大音　紀嘉108115

TEL 092-606-0406

カワモト電機（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区三苫５－６－７－５０８〒811-0201

河本　善一108117

TEL 092-681-6785

（有）船越塗装店 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区千早１－１９－８〒813-0044

船越　雅義108118

TEL 093-434-0531

塩塚建設（株） 20,000 －4005無法

土２と２石２鋼２し２解２
福岡県京都郡苅田町港町１１－３〒800-0315

塩塚　浩靖108120

TEL 0947-28-3279

（株）光電工 5,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡福智町赤池７１０－９〒822-1101

池田　孝志108121

TEL 0944-32-8543

（株）Ｅ－Ｃｕｂｅ 5,000 －4003有法

土１と１管１舗１水１
福岡県大牟田市浜田町３ー３〒836-0026

文田　英二108122

TEL 093-531-5649

香月塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市小倉北区赤坂３－２－５０〒802-0032

香月　竜二108123

TEL 093-932-9108

北九州工業（株） 20,000 －4008無法

建２大２左２と２石２屋２電２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県北九州市小倉南区下城野１－９－１２〒802-0804

藤野　裕之108124

TEL 093-982-5127

（株）コマツ 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区大字則松２１７－１〒807-0831

小松　大祐108125

TEL 093-967-9657

グリーンシップ（株） 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区津田新町４－１－３１〒800-0227

佐藤　司108126



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-836-8131

（株）タス・アール 500 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区賀茂２－５－３５－３〒814-0164

森　大輔108131

TEL 092-409-6453

アリム －4001無個

と１
福岡県福岡市東区名島４－４２－２８〒813-0043

有隅　祐二郎108132

TEL 0942-53-6360

（株）共栄組 8,000 －4007無法

土１管１舗１水１
福岡県筑後市大字井田２２９３－２〒833-0036

下川　紘108133

TEL 0944-52-5059

三池ガス（株） 10,500 －4003有法

建１電１管１
福岡県大牟田市新開町２－８２〒836-0017

坂井　孝輔108134

TEL 092-558-7188

（株）シオカワ起設 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区日佐５－３－８〒811-1313

塩川　泰正108135

TEL 092-724-5446

（株）西日本シミズ 20,000 －4001有法

建２大２と２鋼２塗２防２内２具２解２
福岡県福岡市中央区荒戸１－１－６〒810-0062

清水　太郎108137

TEL 092-607-5061

（株）坂口工業 20,000 －4001無法

土１と２解２
福岡県福岡市東区三苫７－３－７〒811-0201

坂口　満生108138

TEL 093-383-9225

ベストホーム（株） 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区徳吉南１－１－１６〒803-0279

戸髙　勇樹108140

TEL 093-701-7628

畳・襖工房わかまつ －4008無個

内１
福岡県北九州市若松区和田町１２－７〒808-0063

谷口　誠108141

TEL 0947-85-9816

藤設備（株） 20,000 －4009有法

土１と１石１管２水１
福岡県田川市栄町１４－１７〒825-0011

藤川　哲也108143

TEL 0930-31-7073

秋満工務店（株） 1,000 －4005無法

建１
福岡県行橋市南泉３－３３－４〒824-0036

秋満　広明108144

TEL 0942-27-7932

（株）グランテック 5,000 －4002無法

土１と１
福岡県久留米市宮ノ陣町大杜５５４－１〒839-0803

大塚　良信108146

TEL 0942-43-1044

　建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市東合川３－１２－３７〒839-0809

　　成人108147



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-292-2203

（株）Ｔ’ ｓＰＬＡＮ 1,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－１－１２〒812-0051

吉田　康子108150

TEL 092-707-8760

原野工業 －4011無個

管１
福岡県大野城市仲畑１－３１－２２〒816-0921

原野　晃郎108152

TEL 093-472-6157

（株）松村工業 300 －4008無法

建１と１筋１
福岡県北九州市小倉南区下吉田３－１１－８〒800-0203

松村　日出男108154

TEL 092-558-1805

九州テクニカルディベロップメント（株） 30,000 －4011有法

建１
福岡県大野城市御笠川２－１２－１〒816-0912

因幡　新九郎108156

TEL 092-260-9399

（株）サンエスト設備 5,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１０－７〒812-0051

山村　志真108157

TEL 092-566-6711

東宝興産（株） 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区大平寺２－３－１〒811-1354

時安　千賀子108159

TEL 0942-27-0490

（株）武電気システム 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市安武町武島３０７－１〒830-0071

原武　雅樹108160

TEL 0942-65-0779

サカイリサイクルプラザ（株） 6,000 －4002有法

土１と１石１舗１し１解１
福岡県久留米市三潴町清松２６５－５〒830-0116

坂井　さよ子108161

TEL 0943-77-3504

ノナカ建設 －4002無個

土１と１
福岡県うきは市浮羽町高見１８１－２〒839-1406

野中　俊郎108162

TEL 0942-22-4800

（株）エフジー 3,000 －4002無法

と１解１
福岡県久留米市藤山町７６８－１コーポラス・エム１０１〒830-0053

藤﨑　貴介108163

TEL 093-883-5070

Ｔ．Ｓ・アシスト（株） 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市戸畑区千防２－６－２７〒804-0081

清水　重昭108164

TEL 0940-42-4331

（株）トーマス 4,500 －4008無法

管１
福岡県福津市津丸９３０〒811-3222

安藤　健太郎108166

TEL 093-372-2127

（株）グローバル・ウェル 9,500 －4008有法

建１電１消１
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上４－１－２３〒800-0024

末永　庄吾108167



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-811-5752

（株）Ｔ・Ｆエンジニアリング 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区野方１－１２－４〒819-0043

藤川　利也108168

TEL 092-771-9321

井上通商（株） 10,000 －4001有法

石１タ１
福岡県福岡市中央区草香江２－３－３２〒810-0045

井上　由郎108171

TEL 092-720-9619

（株）グローイング 7,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区鳥飼３－７－２１－１〒810-0054

林　茂108173

TEL 092-692-2083

今井建設緑化（株） 8,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県福岡市東区香住ケ丘２－８－１３－１０３〒813-0003

今井　常治108174

TEL 0948-57-2115

（株）コスモ環境グリーンサービス 3,000 －4010有法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県嘉麻市桑野２１２４〒820-0313

江藤　正男108175

TEL 0930-28-8927

（株）翔栄興業 1,000 －4005無法

土１と１舗１
福岡県行橋市流末１４３２－１〒824-0043

白川　義幸108176

TEL 0942-80-0224

瀧上工業 －4002無個

防１
福岡県久留米市長門石３－１４－１８〒830-0027

瀧上　洋典108178

TEL 0944-86-7524

（有）タカ工房 4,500 －4003有法

内１
福岡県大川市大字本木室３０８－１〒831-0015

城後　貴宣108179

TEL 0942-72-3156

フクダ創建（株） 3,000 －4002無法

建１内１
福岡県小郡市井上６９６－８〒838-0114

福田　勇嗣108180

TEL 092-558-4695

（株）モリタ総合企画 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区井尻５－１３－８－１Ｆ〒811-1302

森田　謙吾108181

TEL 092-502-0902

（株）ＳＰＥＣ 20,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市南区柳瀬２－１６－１８〒811-1321

宮﨑　俊寿108182

TEL 093-541-7737

（株）筑協 20,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸９－８〒802-0031

大玉　道晴108183

TEL 0940-52-1115

秦塗装店 －4008無個

塗１
福岡県福津市宮司浜３－９－８〒811-3305

秦　浩108184
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福岡県
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TEL 093-293-7878

（株）ＡＳＬ 5,000 －4008有法

塗１
福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川２－１－３０〒811-4307

仲山　恭司108185

TEL 0943-72-2917

鳥越植樹園 －4002有個

園１
福岡県久留米市田主丸町地徳３２４２〒839-1214

鳥越　喜代一108186

TEL 092-771-1586

（株）古賀組 40,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
福岡県福岡市中央区草香江２－６－１７〒810-0045

古賀　佐三108188

TEL 092-885-1334

（株）新日本テクノサービス 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市西区福重３－９－３１－３０４〒819-0022

松尾　亨108189

TEL 092-621-1088

（有）西和電業社 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区吉塚１－２０－５〒812-0041

西嶋　昭108190

TEL 092-595-8331

（株）ＭＥＩＳＨＯｓｙｓｔｅｍ 1,000 －4011無法

電１管１
福岡県春日市松が丘５－１３２－４〒816-0843

田上　雄一108191

TEL 092-929-1040

（有）デンテック 3,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市大字吉木１５６３－１９〒818-0004

手島　豊治108192

TEL 0944-52-1718

中原建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字手鎌７４〒836-0004

中原　淳108194

TEL 0942-62-5212

田中防水工業 －4002無個

防１
福岡県久留米市城島町原中牟田５６０－１〒830-0215

田中　隆一108195

TEL 092-409-8882

（株）トラステム 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区比恵町１６－２４－１０６〒812-0014

江渕　健介108196

TEL 092-801-6218

溝口建装（株） 10,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市城南区片江３－３２－６〒814-0142

溝口　孝之108197

TEL 092-836-9825

（株）牟田組 5,000 －4001無法

土１と１電１管１舗１通１消１
福岡県福岡市城南区東油山６－１４－２３〒814-0155

牟田　昌弘108198

TEL 093-613-6009

千田保温 －4008無個

絶１
福岡県北九州市八幡西区上の原３－１７－４０〒807-0071

千田　稔幸108200
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TEL 093-777-4801

タキソー －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区小嶺台３－６－３７〒807-0082

瀧田　貴之108201

TEL 093-293-1145

（株）濱﨑建設 3,000 －4008無法

大１
福岡県遠賀郡遠賀町大字木守１３９１－２〒811-4313

濱﨑　和光108202

TEL 0940-38-8222

（株）ライフ電気 1,000 －4008有法

電１
福岡県宗像市自由ヶ丘２－５－７〒811-4163

嶺　俊光108203

TEL 093-616-7384

（株）ウェイクホーム 300 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区小嶺台３－６－３８〒807-0082

和氣　拓二108204

TEL 0942-38-1522

（株）アクトイノベーション 10,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市津福今町６０４－７〒830-0061

木　　和彦108206

TEL 0944-51-8409

松永建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字三池７８７－３〒836-0921

松永　和高108207

TEL 0944-72-8733

金子建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市筑紫町５２２〒832-0077

金子　真二108208

TEL 093-434-3775

（株）コンベスト 5,000 －4005有法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－２２－１〒800-0313

山本　景洙108212

TEL 0949-28-9609

（株）ワイエムテック 5,000 －4004無法

管１機１
福岡県直方市大字上境２８４０－６〒822-0006

松本　吉生108213

TEL 0949-28-9263

（株）伊藤工業 5,000 －4004無法

と１
福岡県直方市大字中泉１０８３〒822-0011

伊藤　義澄108214

TEL 092-558-0459

ミツザワ工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市博多区井相田２－８－４４－４０６〒812-0881

光澤　納人108216

TEL 093-622-0622

（株）オズハウス 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－７－１５〒806-0045

坂本　貴司108218

TEL 092-410-7863

（株）ジェイ・テック 2,000 －4001有法

土１建１と１舗１内１解１
福岡県福岡市東区香住ケ丘２－５－１０〒813-0003

川端　伸二108220
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-410-2432

（株）エアー・リンク 2,000 －4001無法

電１管１
福岡県糟屋郡粕屋町上大隈３９７－１〒811-2301

渡邉　卓二108221

TEL 093-582-6179

（株）カネサキ 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉北区中井口１－３７〒803-0837

金崎　健一108223

TEL 092-951-9166

（株）エム・プラン 3,000 －4011有法

管１機１
福岡県那珂川市今光６－１６〒811-1211

松本　孝108224

TEL 0942-48-6655

エヌジーシー（株） 10,000 －4002有法

塗１防１
福岡県久留米市御井旗崎４ー２－２６〒839-0841

野口　正喜108225

TEL 0942-39-2218

（株）矢野設備 5,000 －4002無法

土１管１水１
福岡県久留米市宮ノ陣２－６－２６〒839-0801

矢野　一太108226

TEL 0942-27-0927

（有）Ｌワイズ 3,000 －4002有法

電１管１
福岡県久留米市大善寺南１－２９－２３〒830-0070

冨田　政博108227

TEL 092-410-4912

（株）ビューテック 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡志免町志免東２－２－２〒811-2243

髙田　英樹108229

TEL 092-681-4560

（有）清水商会 3,000 －4001有法

塗１
福岡県福岡市東区御島崎２－３－１〒813-0005

清水　大介108231

TEL 0930-22-0609

（有）ケイエム工業 3,000 －4005無法

機１
福岡県行橋市行事３－２８－４１〒824-0001

向井　敬太郎108235

TEL 0948-43-9002

（株）マルジン工業 1,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県飯塚市太郎丸９４５－３〒820-0076

上田　千代幸108236

TEL 0948-43-3746

（株）富士産業 5,000 －4010無法

土１と１石１舗１水１
福岡県飯塚市津原１０１９－１〒820-0086

斉藤　秀樹108237

TEL 093-611-5129

（有）造園土木よしまる 3,000 －4008有法

園１
福岡県北九州市八幡西区上上津役４－１０－２２〒807-0072

中山　知栄子108238

TEL 093-776-1548

（株）イナミツ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区里中３－６－１９〒807-0846

稲光　徹108239



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1135頁

福岡県
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TEL 093-616-2300

（株）マイスタイルリフォーム 3,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区田町１－３－２７〒806-0003

濵田　信子108240

TEL 092-953-1322

（株）西翔 200 －4011無法

土１建１と１内１
福岡県那珂川市片縄東１－６－３１〒811-1204

西山　昇108243

TEL 0942-52-5875

（株）舘工業 3,000 －4007無法

と１
福岡県筑後市大字久富１３８－１〒833-0056

古舘　康108245

TEL 0942-27-4820

（株）ＫＴＳ 5,000 －4002無法

管１機１
福岡県久留米市安武町住吉１８５５〒830-0078

城園　一哉108246

TEL 093-982-5103

結建設 －4008無個

土１建１
福岡県北九州市門司区大字大積７２２－１１〒801-0811

瀬戸　孝明108248

TEL 092-557-1125

（株）大橋鑑定 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区筑紫丘１－２３－９〒815-0036

井上　靖雄108249

TEL 092-409-9607

（株）ＭＫＧ　ＪＡＰＡＮ 70,000 －4001有法

土２建２と２電２
福岡県福岡市博多区博多駅前３－１０－２４〒812-0011

ジョゼフ　マイケル108250

TEL 092-871-4001

富装設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市城南区東油山５－１４－９〒814-0155

白江　順成108251

TEL 092-512-9292

（株）村上技建 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区南大橋１－１８－１０〒815-0034

村上　宣行108252

TEL 092-402-6969

ロックホームサービス（株） 10,000 －4001有法

管１内１
福岡県福岡市東区蒲田２－３２－２９〒813-0023

神田　優子108253

TEL 093-436-6100

苅田造園 －4005有個

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県京都郡苅田町大字雨窪３８６－３〒800-0366

中野　賢伸108254

TEL 0944-62-2869

（株）カナクリ設備工業 9,500 －4003無法

管１水１
福岡県みやま市瀬高町下庄１７２８〒835-0024

金栗　剛108256

TEL 092-408-3018

桃井設備 －4011無個

管１
福岡県那珂川市西畑原ノ田５６４－３〒811-1246

桃井　勝利108257
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福岡県
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TEL 092-558-2134

（株）ハイブリットＤＳ 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区弥永１－３３－２〒811-1323

池田　聡108258

TEL 0942-55-9519

（株）弘岡興業 5,000 －4002無法

管１
福岡県小郡市二夕１２４６－１〒838-0125

岡　弘泰108261

TEL 093-751-1276

（有）末本工業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区波打町８－９〒808-0013

末本　弘一108264

TEL 093-682-0758

ミクマリ匠建（株） 1,500 －4008無法

建１左１と１石１タ１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡東区春の町３－３－２１〒805-0050

穴井　信行108268

TEL 0942-65-1299

（株）髙龍 5,000 －4002無法

土１と１
福岡県久留米市三潴町生岩９３２－５〒830-0113

髙椋　龍也108269

TEL 0942-65-9408

カントリーハウス（株） 6,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市国分町１２０２－５〒839-0863

中村　一男108271

TEL 0942-44-4581

（株）エクステック 3,000 －4002無法

土１と１
福岡県久留米市高良内町５１１－１〒839-0852

宮原　功108272

TEL 0942-26-4435

三原電気工事 －4002無個

電１
福岡県久留米市荒木町下荒木８５４－３〒830-0066

三原　和也108273

TEL 092-473-7772

（株）進電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区那珂１－４１－９〒812-0893

堀田　圭二108275

TEL 092-710-3766

（株）エムズ 2,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市大字上梶原７８６－８〒811-1223

宮原　崇賴108276

TEL 092-558-4607

マストテック（株） 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２１－１７〒812-0016

松本　年正108277

TEL 093-963-3118

（株）ＳＨＩＭＯ．ＴＥＣ 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区横代北町１－１８－１１〒802-0821

下原　信雄108278

TEL 093-982-8951

（株）Ｓ・Ｍ・Ｔ 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区大字貫９４９－２〒800-0245

佐本　琴美108279
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福岡県
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TEL 093-555-6201

島田工業 －4008無個

大１
福岡県北九州市門司区吉志新町２－１－１５〒800-0118

島田　良一108280

TEL 093-451-0018

（株）西村砕石所 40,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区大字呼野１０３５－５〒803-0181

西村　康隆108281

TEL 092-451-4313

（株）セイビ九州 20,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９－３　博多小松ビル３Ｆ〒812-0011

森永　幸次郎108282

TEL 092-931-2828

（有）ジーワーク 3,000 －4001有法

内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０４－１〒811-2112

長瀨　正弘108283

TEL 092-791-3079

ＷｉＳ　ｄｅｓｉｇｎ（株） 3,000 －4001有法

タ１
福岡県福岡市中央区渡辺通４－１－３６ＢｉＶｉ福岡３Ｆ〒810-0004

豊重　明寛108284

TEL 092-718-0567

（有）エス・エー・エス・シー・ジャパン 14,250 －4001有法

機１
福岡県福岡市中央区赤坂１－２－１シャンボール赤坂６０１〒810-0042

七田　達彦108285

TEL 0949-28-8123

（株）サン・ロード九州 5,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県直方市大字知古１２８４－９〒822-0022

柴田　剣吾108287

TEL 0947-28-6256

（株）西九州工業 5,000 －4009有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川郡福智町市場切寄１３６８－１〒822-1103

黒土　浩二108288

TEL 0942-47-5169

（株）中山建設 9,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市善導寺町木塚１１０－４〒839-0822

中山　郡敏108289

TEL 0944-32-8710

（株）隆工業 3,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県みやま市高田町上楠田２２１５－４〒839-0225

浦江　宗弘108290

TEL 0942-36-6007

（株）Ｈ＆Ｙ 10,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市梅満町４８－１〒830-0048

福川　祥史108291

TEL 092-410-3456

（株）エコ企画 3,000 －4001無法

土１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋２７９－１〒811-2308

山首　正志108292

TEL 092-863-2474

コハラ塗装店 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区野芥４－４５－２８－１０１〒814-0171

小原　隆108295
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TEL 092-400-8712

（有）エウステック 2,800 －4011無法

電１
福岡県那珂川市恵子５－７－８〒811-1255

原田　誠裕108296

TEL 0948-43-9057

（株）奈子原建設 5,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市舎利蔵１２９５－１〒820-0087

奈子原　賢吾108298

TEL 092-834-4643

（株）村純 2,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市西区太郎丸２－１９－６〒819-0384

村井　純裕108299

TEL 092-407-3146

（株）エフ・ピー・エス 3,000 －4001無法

建１大１と１屋１塗１防１内１具１解１
福岡県福岡市西区愛宕浜４－４－３〒819-0013

須佐　友樹108300

TEL 093-962-2424

杉本建設（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区横代南町２－８－２６〒802-0826

杉本　秀政108301

TEL 093-692-6705

（株）Ｋ・Ｔコーポレーション 1,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡西区岸の浦１－１３－６３－２〒806-0034

田子森　公紀108303

TEL 093-980-7270

（株）Ｎｅｏ－ｓｔｙｌｅ 5,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－１４－５　２Ｆ〒802-0814

山崎　直人108304

TEL 0946-22-3071

（資）上野塗装店 300 －4006無法

塗１
福岡県朝倉市甘木１５５５〒838-0068

上野　孝司108305

TEL 092-953-8811

九建土木（株） 10,000 －4011無法

土１と１電１舗１し１水１解１
福岡県那珂川市今光８－１－５〒811-1211

長岡　美貴朗108307

TEL 092-935-1541

（株）福原工務店 3,000 －4001無法

左１
福岡県糟屋郡志免町別府４－１１－１５〒811-2205

福原　和之108309

TEL 092-883-8588

三共電気（株） 72,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市西区福重１－１４－２５〒819-0022

木原　和英108310

TEL 0930-32-6110

（株）美木総合建設 500 －4005有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田字持所４８５－２〒824-0822

木村　友昭108311

TEL 093-472-2700

（株）玉井工務店 5,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区中曽根東４－１１－１７〒800-0213

玉井　隼人108315
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TEL 093-616-9242

堀内総建 －4008無個

と１解１
福岡県北九州市八幡東区西本町１－１８－１４－５０１〒805-0061

堀内　勝美108316

TEL 093-246-5533

ＳＴＥＥＬ　Ｓ（株） 5,000 －4008無法

筋１
福岡県中間市七重町３２－１０〒809-0027

矢野　利幸108317

TEL 0944-53-5685

（有）栗山工業 3,500 －4003無法

屋１
福岡県大牟田市大字手鎌７７０－４〒836-0004

栗山　瞼而108318

TEL 092-558-8456

（株）Ｆｌｏｕｒｉｓｈ 20,000 －4001有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市南区日佐３－３９－１８〒811-1313

大久保　文浩108321

TEL 092-776-8698

永昊建設（株） 3,000 －4011無法

土１と１舗１水１
福岡県大野城市南ヶ丘５－７－８〒816-0964

永田　晋108322

TEL 092-873-3145

生活空間英 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区賀茂１－７－１１〒814-0164

村山　英樹108326

TEL 092-565-3908

（有）真和産業 3,000 －4001無法

土１管１舗１水１
福岡県福岡市南区老司１－３－６〒811-1346

林　和夫108330

TEL 092-622-0558

鶴田畳店 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区松島１－４－２６〒812-0062

笠　大祐108331

TEL 092-947-8840

（株）日髙エキップメント 5,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡篠栗町和田３－１９－１２〒811-2414

日髙　洋108332

TEL 092-710-0577

（株）九州セキノ興産 40,000 －4011有法

大１屋１板１防１内１
福岡県大野城市御笠川１－１２－１２〒816-0912

山口　輝雄108334

TEL 0940-62-0158

田中住設（株） 1,000 －4008無法

土１と１管１水１
福岡県宗像市池田１７３７〒811-3515

田中　清和108336

TEL 093-961-4056

（有）浪速酸素商会 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区横代南町５－１－１５〒802-0826

重留　輝泰108337

TEL 092-952-7663

（株）モールドシステム 5,000 －4011無法

大１
福岡県那珂川市大字西畑２３０－１〒811-1246

古瀬　将吾108338
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TEL 0944-76-1626

（株）エグチ 8,000 －4003有法

土１と１鋼１舗１
福岡県柳川市大和町皿垣開４２８〒839-0261

江口　繁108340

TEL 093-617-2109

（有）佐伯機械工業所 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区岩崎１－１０－１１〒807-1153

佐伯　晃彦108341

TEL 093-981-4093

今村工務店（株） 1,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県中間市大字垣生１０５８－３〒809-0001

今村　聡108342

TEL 093-592-2788

（株）Ｎｅｘｔ　ｓｔａｇｅ 5,000 －4008無法

土１と１電１舗１通１水１
福岡県北九州市小倉北区篠崎５－６－９〒803-0861

佐藤　俊介108343

TEL 092-933-5872

技研テック －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘３－１９－１６〒811-2106

我喜屋　宗繁108344

TEL 092-947-5778

星本工業（株） 7,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５５１－１３〒811-2413

星本　正春108345

TEL 0948-82-0522

四季苑 －4010有個

園１
福岡県飯塚市綱分１３８３－１３〒820-0101

廣田　豊108348

TEL 092-522-2231

（株）クオリアデザイン 4,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区白金１－６－９〒810-0012

田中　将樹108349

TEL 092-292-7346

アピカーレ（株） 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区金の隈１－３３－２８〒812-0863

池田　勝幸108350

TEL 0947-28-5844

大魁建設 －4009無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町上野２７５－２６〒822-1102

平元　大輝108351

TEL 0947-28-5144

栁工業 －4009無個

機１
福岡県田川郡福智町赤池１０１７－２３１〒822-1101

栁原　登108352

TEL 092-933-4461

石橋工業 －4001無個

左１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵１５６－７３〒811-2113

石橋　隆則108354

TEL 092-948-4337

（有）大島設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲３１４－１４〒811-2413

大島　智108355
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TEL 092-937-3325

古賀技建 －4001無個

板１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１１５－２８〒811-2221

古賀　惠司108356

TEL 092-407-8835

（株）ケイアンドケイ 100 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区干隈５－８－５〒814-0163

宇佐美　勝則108357

TEL 092-410-7098

ニューフェンス工業（株） 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県古賀市今の庄３－１１－１５〒811-3117

二本木　広108358

TEL 093-616-8919

八幡システム（株） 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森４－５－１５〒807-0843

松尾　忠108359

TEL 093-642-7244

（有）木口電機 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区森下町１５－１〒806-0046

木口　政男108360

TEL 0947-72-3760

藤川工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１７６２－９〒827-0003

藤川　博之108362

TEL 093-383-5647

ジョウセイ（株） 5,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市八幡西区鳴水町２９〒806-0052

城戸　良支秀108364

TEL 092-847-2010

（株）重建設 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市早良区原３－１８－４５〒814-0022

渡邉　洋二108366

TEL 092-409-8630

日本カインドホールディングス（株） 50,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－２０－１〒812-0011

山田　優子108367

TEL 092-406-9605

（株）ミラグリート 41,000 －4001有法

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
福岡県福岡市中央区古小鳥町７１－２〒810-0026

原田　享108369

TEL 092-804-4160

（株）アースガーデン 1,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市早良区大字椎原１２０４－３〒811-1114

佐保　富昭108370

TEL 092-643-5600

（株）創和建設 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区千代４－１４－１１Ｔ－１０１〒812-0044

永村　綾108371

TEL 093-451-2288

（株）美山森 15,000 －4008無法

土１建１大１と１屋１タ１舗１内１園１解１
福岡県北九州市小倉南区長尾１－１０－１５〒803-0274

泉　薫108373
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TEL 092-501-1666

福博金物工事（有） 3,000 －4001無法

鋼１板１
福岡県福岡市博多区板付７－８－３３〒812-0888

蔣田　崇祐108375

TEL 092-586-9933

小城タイル －4011無個

タ１
福岡県春日市須玖北７－９３－１００６〒816-0864

小城　秀人108376

TEL 0948-23-4250

茜開発（株） 1,000 －4010有法

土１
福岡県飯塚市八木山５－１〒820-0047

丸山　将司108379

TEL 092-410-2416

（株）ツルタ 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２００８－１１〒811-2112

鶴田　　雄108381

TEL 092-292-3722

（株）エムツー窓建 1,000 －4001無法

大１ガ１内１具１
福岡県福岡市博多区吉塚４－１０－１０〒812-0041

綠　正浩108383

TEL 092-481-2681

福岡電気システム（株） 20,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－５８８－２〒812-0011

熊野　大司郎108385

TEL 092-558-1332

（株）ＺＥＮ 5,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市仲畑４－２２－１８〒816-0921

江口　善康108387

TEL 0942-32-2180

本村左官工業 －4002無個

左１
福岡県久留米市江戸屋敷１－３－３０〒830-0059

本村　泰也108388

TEL 0940-37-0199

（株）長濵工舎 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県宗像市田熊３－３－２１〒811-3431

長濵　秀義108389

TEL 092-513-0505

里山樹園（株） 5,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２－２９〒812-0863

倉富　努108390

TEL 0949-28-1888

（合）入来田建設 1,000 －4004無法

土１と１管１水１
福岡県直方市大字知古７０５－１６－１－Ｄ１０２〒822-0022

入来田　恵輔108391

TEL 093-321-0300

（有）ヤマダ建装 3,000 －4008無法

土１建１内１
福岡県北九州市門司区浜町９－４〒801-0856

山田　隆108392

TEL 0940-72-5384

（株）福成冷熱工業 10,000 －4008無法

電１管１
福岡県福津市津屋崎８－１０－１２〒811-3304

幸　貞仁108394
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TEL 093-962-2786

章刀設備工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区徳力２－１３－１１－２０５〒802-0974

吉田　章108395

TEL 092-925-8939

（株）喜信 5,000 －4011有法

土１建１電１
福岡県太宰府市大字内山９４１番１〒818-0115

栗林　英信108396

TEL 093-961-9316

（株）スカイルーフ 3,000 －4008無法

大１左１屋１板１ガ１塗１内１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－２４－１７〒802-0979

玉川　裕章108397

TEL 092-555-9211

（株）サンユウテック 5,000 －4011無法

土１と１石１舗１
福岡県太宰府市朱雀５－４－２７〒818-0103

渡辺　真弘108398

TEL 092-962-0015

川口材木店 －4001有個

建１
福岡県糟屋郡新宮町新宮東４－７－２〒811-0124

川口　靖司108399

TEL 092-671-1870

（株）西尾創建 3,000 －4001無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県福岡市東区香椎４－１１－３９〒813-0011

西尾　弘幸108400

TEL 092-292-6273

（株）ユウキ 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３－７－２０－５０２〒812-0051

髙木　正治108402

TEL 0948-25-6004

藤嶋塗装 －4010無個

塗１
福岡県飯塚市幸袋７４７－４９〒820-0066

藤嶋　勝代108403

TEL 0943-76-9833

（株）ＲＥＮ　ＳＴＹＬＥ 5,000 －4002無法

建１電１
福岡県うきは市吉井町７３４－１〒839-1321

野上　耕一108405

TEL 0947-85-9235

セイユウ －4009無個

土１と１舗１解１
福岡県田川郡香春町大字中津原１９００－２８〒822-1405

木村　誠108406

TEL 0947-72-7580

（有）早成工業 5,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３２８－２〒827-0003

原　日佐代108408

TEL 092-804-6840

（株）大司 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区西入部２－２－１０〒811-1121

渡　大介108409

TEL 092-881-0673

（有）鍵の幸造舎 3,000 －4001有法

具１
福岡県福岡市西区姪の浜４－１４－２３〒819-0002

田中　浩三108411



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1144頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-932-0051

（株）グッドホーム 3,000 －4001有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県糟屋郡宇美町光正寺２－３－１〒811-2123

入江　幸治108412

TEL 093-953-7230

（株）Ｔａｏ 5,000 －4008無法

管１板１
福岡県北九州市小倉北区大田町１－１－３０３〒802-0015

井本　道人108413

TEL 093-612-0297

（株）太丸工務店 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区上上津役４－２３－３１〒807-0072

石田　浩二108414

TEL 093-243-3810

友希建設（株） 8,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県中間市長津３－１２－１〒809-0036

藤原　智之108415

TEL 093-618-2336

光進企画 －4008無個

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１塗１内１絶１具１水１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬４－２０－４〒807-1261

白髭　博文108416

TEL 093-283-1358

（有）Ｓ．Ｔホーム 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県遠賀郡岡垣町高陽台３－１９－６〒811-4227

矢野　俊介108417

TEL 093-293-9721

（株）丸昇製作所 3,000 －4008有法

機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡２４７５〒811-4302

山田　曻108418

TEL 092-558-7337

（株）真政建設 5,000 －4011無法

土１と１
福岡県春日市白水ヶ丘４－５２〒816-0845

中山　真次108419

TEL 092-952-0757

（株）田中電気システム 2,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市道善５－６５－５〒811-1254

田中　正秋108420

TEL 092-558-5168

（株）チーム・ライズ 2,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市博多区板付４－１１－８〒812-0888

吉原　傑108421

TEL 092-586-5207

（株）三愛建設工業 5,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市南区警弥郷１－１０－１０〒811-1324

愛甲　博文108422

TEL 093-618-2890

（有）山近設備工業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区馬場山東２－３－１４〒807-1131

山近　久志108423

TEL 093-232-9757

亀井工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市八幡西区本城東３－４－１５〒807-0815

亀井　誠司108424



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1145頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-47-3378

福岡ライフエナジー（株） 270,000 －4002有法

管１
福岡県久留米市善導寺町木塚１９７－４〒839-0822

結城　幹利108425

TEL 092-836-9197

（株）ヒロケン 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区長尾５－１８－２２－１０１〒814-0123

弘中　幸博108428

TEL 0943-73-2121

（株）和板金 3,000 －4002無法

板１
福岡県久留米市田主丸町石垣７４９－１〒839-1212

中野　和久108429

TEL 093-511-5233

（株）五福 10,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町１－１２－１８〒802-0016

福田　勝平108432

TEL 093-967-1102

（株）Ｙ．ＴＥＣ 5,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区真鶴１－４－１４〒803-0844

山口　佳子108433

TEL 093-701-6722

一心建設工業（有） 3,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県遠賀郡芦屋町西浜町１７－１１〒807-0102

永島　義則108434

TEL 093-967-9037

（株）オーケーテックス 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉南区大字志井１７２５－１〒802-0985

岡　中央108435

TEL 093-555-2575

（株）中野石工 1,000 －4008有法

石１
福岡県北九州市八幡西区市瀬２－１１－２４〒806-0063

中野　哲二108438

TEL 093-342-7490

（株）和希電工 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区谷町１－５－２〒801-0872

原田　隆行108439

TEL 0942-27-8095

菱和サンテック（株） 50,000 －4002有法

電２機１
福岡県久留米市東町１－１１〒830-0032

森永　孝一郎108441

TEL 093-616-2080

藤本工業（株） 5,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市戸畑区東大谷１－６－５〒804-0031

藤本　信和108443

TEL 092-881-2123

（株）新電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区姪の浜２－２４－２４〒819-0002

田尻　友記108444

TEL 092-931-0838

（株）オーエスピー 10,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡宇美町貴船３－６－１５〒811-2131

寸田　勝一108445



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1146頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-584-9449

（株）みずほ通信 5,000 －4011無法

通１
福岡県大野城市錦町４－３－３３－５０１〒816-0935

穐吉　修一108447

TEL 092-555-6083

（株）川頭創設 5,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市大字山家４５３７－１〒818-0003

川頭　広喜108448

TEL 0946-62-1072

（株）日野土木 5,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県朝倉市杷木志波３４５９〒838-1521

日野　嗣108449

TEL 0946-23-8036

（株）ネピオ福岡 5,000 －4006有法

土１と１鋼１舗１水１
福岡県朝倉市堤１５５５－１〒838-0062

佐藤　健二108450

TEL 0942-65-9317

ＤＥＣ（株） 5,600 －4002有法

電１機１
福岡県久留米市南４－３２－８〒830-0051

齋藤　孝志108451

TEL 0944-53-0780

阪田鉄筋工業 －4003無個

筋１
福岡県大牟田市大字岬２８１１－１柿原コーポ１０１〒836-0002

阪田　一将108452

TEL 093-695-6455

（有）ＡＶＣシステム 3,000 －4008有法

通１消１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸２－１６－３〒807-0851

田仲　正男108453

TEL 093-614-8780

（株）矢七屋 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区沖田１－１４－１５〒807-0077

梶原　光男108454

TEL 0947-63-3190

（株）２ＮＥ７ 5,000 －4009無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川郡大任町大字大行事３８６５－２４〒824-0512

木下　和歌子108455

TEL 0930-55-6118

福岡装建サービス －4005無個

建１内１
福岡県行橋市高瀬１９１－１４〒824-0027

稲益　数馬108456

TEL 0979-82-4546

拓水設備 －4005無個

管１
福岡県豊前市大字八屋２２８７－１〒828-0021

大久保　剛108459

TEL 092-883-7677

（株）親和 5,000 －4001無法

土１管１舗１内１水１
福岡県福岡市西区生の松原４－３３－８〒819-0055

小池　英輔108462

TEL 092-321-3315

やまさき建装（株） 1,000 －4001無法

塗１
福岡県糸島市前原西１－７－３９　廣瀬ビル１Ｆ〒819-1117

山﨑　利一108463



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-233-3724

山口電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－１７－２６〒802-0821

山口　秀憲108464

TEL 093-662-7133

（株）ＨＡＴＡＮＯ 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡東区荒手１－１３－１１〒805-0001

波多野　勲108465

TEL 093-964-1158

（有）青山サッシ販売 3,500 －4008有法

建１具１
福岡県北九州市小倉南区横代東町２－２－１０〒802-0822

青山　孝一郎108466

TEL 093-475-6268

かじわら建工 －4008無個

土１建１
福岡県北九州市小倉南区朽網東５－１２－２３〒800-0232

梶原　裕義108467

TEL 093-562-5087

松尾住建 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘２－７－２２〒803-0827

松尾　数幸108468

TEL 093-701-5900

（株）ユウキ 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市若松区高須東４－３－１９－１０３〒808-0144

那須　芳信108469

TEL 093-861-0075

トシ企画インテリア（株） 1,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市戸畑区沖台１－９－２０〒804-0064

岡根　修平108470

TEL 092-866-2250

（有）ハウスベッセ 3,000 －4001無法

防１内１
福岡県福岡市城南区七隈５－１５－２３〒814-0133

桃田　勝之108472

TEL 0949-42-0292

マルイ住設工業 －4004無個

土１管１水１
福岡県鞍手郡鞍手町室木７９６－１１〒807-1307

今井　聰108473

TEL 092-962-9191

（株）ＩＳＳＥＩ 5,000 －4001有法

板１
福岡県糟屋郡新宮町立花口２１７６－２１０〒811-0102

石垣　一誠108474

TEL 093-283-2696

富士設備工業（株） 5,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡岡垣町野間５－５－１１〒811-4233

冨田　昌広108475

TEL 092-951-2107

（有）修和製作所 4,000 －4011無法

鋼１
福岡県那珂川市今光６－４０〒811-1211

岡　三和108476

TEL 0943-77-3019

本松工務店 －4002無個

建１
福岡県うきは市浮羽町高見１９４－１〒839-1406

本松　健108477



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 0943-77-6411

（株）藤弘建設 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県うきは市浮羽町山北１８３９－２〒839-1408

江藤　豊弘108480

TEL 093-963-1756

Ｏｎ＆Ｏｎ －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉南区守恒本町２－５－２０－１００５〒802-0971

堀ノ内　敬一108481

TEL 093-921-8188

大森鉄筋 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉北区香春口１－１０－１７〒802-0084

大森　秀一108482

TEL 092-692-7272

（株）セーフティ・エンジニア 3,000 －4001無法

と１電１
福岡県糟屋郡志免町別府４－２０－１３〒811-2205

坪内　博昭108483

TEL 093-223-1896

（有）九溶 3,000 －4008無法

塗１機１
福岡県遠賀郡芦屋町高浜町１０－１３〒807-0122

井上　祐一108484

TEL 093-653-0744

（株）さつき塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区中尾１－２４－３５〒805-0025

溝兼　昌彦108485

TEL 0942-53-0953

（株）深町組 1,000 －4007無法

土１と１
福岡県筑後市大字久富１２５１－２３〒833-0056

深町　たみよ108486

TEL 092-953-2551

（株）和久田組 3,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市西隈１－１９－３８〒811-1242

和久田　満108487

TEL 0944-88-9951

石橋工務店 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字今山１３６３－５０〒837-0922

石橋　明108488

TEL 092-863-1700

（有）城南建設 500 －4001無法

建１大１と１石１屋１タ１鋼１筋１ガ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市城南区七隈４－６－６〒814-0133

山口　信広108489

TEL 0942-39-0403

（株）筒井工業 3,000 －4002無法

左１
福岡県久留米市長門石３－１３－２４〒830-0027

筒井　直樹108490

TEL 0943-75-5579

筒井技建（株） 2,000 －4002無法

内１
福岡県うきは市吉井町４０１－７〒839-1321

筒井　浩108491

TEL 0943-76-2922

（有）ナカムラ興業クレーン 3,000 －4002無法

土１と１解１
福岡県うきは市吉井町富永１３８９〒839-1333

中村　眞澄108492
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TEL 0944-58-1777

（合）ツバキハラ 5,000 －4003無法

土１と１
福岡県大牟田市大字宮崎２８３９－１０２〒837-0903

椿原　貢108495

TEL 0942-80-5588

（株）ＫＤファインエナジー 3,000 －4007有法

電１
福岡県筑後市大字常用１０１１－１６〒833-0016

木下　昌彦108496

TEL 0944-22-5115

前原建設 －4003無個

大１
福岡県みやま市髙田町江浦町３１９〒839-0212

前原　祐輔108497

TEL 0944-74-4159

小宮工務店 －4003無個

建１
福岡県柳川市大浜町１３０９－２〒832-0053

小宮　高広108499

TEL 092-558-1968

藤木総合企画 －4011無個

土１と１舗１解１
福岡県大野城市乙金東４－１４－１１〒816-0901

藤木　勉108500

TEL 0948-82-4936

（株）ＴＴＳホールディングス 30,000 －4010有法

土２
福岡県飯塚市有安１０３９－１〒820-0111

野見山　俊之108501

TEL 092-260-3526

（株）オール 3,000 －4001無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区松島３－１４－５〒813-0062

小西　昌彦108502

TEL 092-775-4096

（株）レアル・マネジメント 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区柏原４－４５－１９〒811-1353

横山　博己108503

TEL 092-976-0081

（株）タツマ 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡久山町大字山田３９９－１〒811-2502

小田　秀三108504

TEL 092-517-0704

プロボックス（株） 1,000 －4001無法

大１左１タ１塗１防１
福岡県福岡市城南区片江３－９－２０－１０７〒814-0142

箱　由美子108505

TEL 092-863-3884

（株）タナテック 5,000 －4001有法

と１塗１
福岡県福岡市早良区賀茂２－２０－２６〒814-0164

林　幸太郎108506

TEL 092-432-0110

（株）アルック 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－１５〒812-0011

川口　正彦108507

TEL 092-207-2442

ＤＣＩエンジニアリング（株） 3,000 －4001有法

建１大１左１と１屋１鋼１板１塗１防１内１具１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１０－６－２０２〒812-0016

米田　政義108508



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1150頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-967-8647

（株）サスティナＯＮＥ 6,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区片野新町１－１３－１６〒802-0062

小田　美千代108511

TEL 0942-27-1228

（株）福子建設 20,000 －4002無法

土２と２舗２水２
福岡県久留米市荒木町白口２０７６－１〒830-0062

野崎　喜代108513

TEL 092-707-8885

エイト工業（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区金の隈２－３－２８〒812-0863

田畑　明治108514

TEL 093-452-1694

上西鋼業（株） 5,000 －4008有法

具１
福岡県北九州市小倉南区長尾６－１２－３〒803-0274

上西　一義108516

TEL 092-921-6136

（有）西日本住設 3,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市二日市中央３－９－７〒818-0072

瀬尾　茂和108518

TEL 092-581-8669

（有）蓮尾商会 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区麦野２－９－５〒812-0882

蓮尾　俊彦108519

TEL 092-516-1009

（株）石飛組 8,000 －4011無法

大１
福岡県春日市下白水南５－９５〒816-0846

石飛　克己108521

TEL 0943-32-3864

河野建設（株） 3,000 －4007無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県八女郡広川町大字日吉２７８〒834-0111

河野　一幸108522

TEL 0942-35-2927

（株）坂田設備 500 －4002無法

管１
福岡県久留米市城南町８－１０〒830-0022

坂田　昭男108523

TEL 092-812-3336

嶐電設（株） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区野方３－１３－１９〒819-0043

伊藤　義勝108525

TEL 0949-23-3737

（株）直方水道修繕センター 12,510 －4004無法

土１建１管１舗１
福岡県直方市殿町２－１３〒822-0017

太田　京子108526

TEL 0949-26-1313

（株）紀之国屋 40,000 －4004有法

機１
福岡県直方市大字頓野字三本松９７０〒822-0002

中村　大志108527

TEL 0949-65-0128

九炉工業（株） 5,000 －4004無法

タ１
福岡県鞍手郡小竹町大字赤池３５５－３〒822-1102

水野　洋三108528



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1151頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-280-2038

（株）桝田建設 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘２－６－２３〒802-0052

桝田　雄峰108530

TEL 092-834-9846

（有）ジェイズファクトリー 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区祖原１２－１２〒814-0005

白坂　慶太108531

TEL 092-558-3925

（株）和住創建 3,000 －4001有法

建１屋１
福岡県福岡市博多区諸岡４－５－２　１Ｆ〒812-0894

村上　直昭108533

TEL 0942-41-0030

アサヒ管材（株） 10,000 －4002有法

土１管１水１
福岡県久留米市御井旗崎５－２－５〒839-0841

鈴木　隆史108534

TEL 0942-35-5719

松田塗装工業 －4002無個

塗１
福岡県久留米市宮ノ陣町大社３６４－３〒839-0803

松田　敬一108535

TEL 0942-65-3637

協和工建 －4002無個

大１
福岡県久留米市津福今町１８８－４〒830-0061

黒木　和美108536

TEL 0943-76-3400

富奥建設 －4002無個

土１建１大１
福岡県うきは市吉井町８１７－９〒839-1321

富奥　重美108537

TEL 092-260-8617

（株）共友電 2,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区美野島３－１３－２－Ｃ〒812-0017

藤木　達雄108538

TEL 092-324-8754

柿添工業 －4001無個

筋１
福岡県糸島市伊都の杜１－５－１０－９０６〒819-1130

柿添　亨108539

TEL 092-957-9115

（株）安喜建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２－１４－４０〒811-2126

原田　定幸108541

TEL 092-504-1610

九州アラームサービス（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区金の隈１－３１－４２〒812-0863

藤原　新介108542

TEL 0947-44-5021

大陽総業 －4009無個

土１
福岡県田川市伊田１９３３－５〒825-0002

田中　宏利108543

TEL 0949-23-1938

ハシグチ設備 －4004無個

管１
福岡県直方市大字下境１３５８〒822-0007

橋口　輝明108544



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1152頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-558-3200

（株）グリーンハーツ 2,000 －4001無法

土１と１園１
福岡県福岡市博多区西春町１－４－９－３０７〒812-0873

中村　進一108545

TEL 0942-52-4218

矢部建築板金工業所 －4007無個

板１
福岡県筑後市大字下北島７１５－１〒833-0034

矢部　勇治108546

TEL 0944-56-6039

（合）ＤＦＣコーポレーション 8,000 －4003無法

土１と１舗１水１解１
福岡県大牟田市浄真町１０１〒836-0844

藪内　知治108547

TEL 0946-42-8202

（株）三並設備工業 3,000 －4006無法

建１管１水１
福岡県朝倉郡筑前町曽根田２３９５－２〒838-0206

森部　茂則108548

TEL 092-584-8376

（株）江川内装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区横手１－５－１６－２０６〒811-1311

江川　修108549

TEL 093-967-7579

九州エステック（株） 2,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区平松町４－１５〒803-0832

瀨口　誠108550

TEL 093-614-1011

（株）あおい 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区上の原３－１－２０〒807-0071

長嶺　光真108551

TEL 0942-27-3804

大石鉄工（株） 20,000 －4002有法

管１機１
福岡県久留米市荒木町荒木１９７８－６〒830-0063

神之田　修108553

TEL 0942-46-7770

建成 －4002無個

建１
福岡県久留米市高野２－８－２４〒830-0002

野田　成行108554

TEL 092-738-1171

（有）ファーストデザイン 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区警固１－１２－５－２０５〒810-0023

兒島　正明108556

TEL 092-404-1128

（株）ライフステージ 1,000 －4001無法

土１園１
福岡県古賀市青柳町１７１－４〒811-3133

佐々木　義人108557

TEL 093-952-7351

カクモリ電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－８－４１〒802-0814

角森　敏明108559

TEL 0979-82-0698

カワハラ建設 －4005無個

土１建１大１
福岡県豊前市大字六郎７７－１〒828-0033

川原　誠108560



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1153頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-72-6326

福内工業 －4009無個

大１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１〒827-0003

福内　守108561

TEL 0940-42-3239

（株）ニューホームヒラシマ 3,000 －4008有法

建１管１
福岡県福津市花見が浜１－４－５〒811-3216

平島　達人108563

TEL 0944-32-0151

山北建設 －4003無個

建１
福岡県三潴郡大木町大字横溝１７９６－１〒830-0405

山北　英毅108564

TEL 0947-52-2807

赤間工業 －4010無個

筋１
福岡県嘉麻市上山田１１２２〒821-0012

赤間　哲也108565

TEL 093-622-4545

（株）慶昇産業 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区陣原２－１１－２２〒807-0821

小篠　将義108567

TEL 092-874-4545

（株）スエナガ 37,000 －4001有法

建２と２内２
福岡県福岡市城南区堤１－１３－３０〒814-0151

出口　洋一108568

TEL 092-516-4713

ＳＴサービス －4011無個

管１
福岡県那珂川市片縄西５－６－６〒811-1202

柴田　陽介108569

TEL 092-874-5472

（株）隆塗装 1,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区梅林１－４－１６〒814-0144

吉田　伸也108572

TEL 092-332-8805

（株）伊都鋼機 5,000 －4001有法

と１筋１
福岡県糸島市高田５－１－１１セブンハイツ１Ｆ〒819-1102

山下　義信108573

TEL 092-883-1470

（株）ＫＡＭＯ装建 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区西の丘３－２４－９〒819-0046

加茂　進一108574

TEL 092-865-5338

（株）コンクリートサポートセンター 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市早良区次郎丸６－１３－２４〒814-0165

反保　美光108576

TEL 0947-22-7197

藤野創業（株） 10,000 －4009無法

土１建１大１と１屋１鋼１筋１舗１し１板１塗１防１内１水１
福岡県田川郡福智町弁城１６３８－５０〒822-1212

藤野　修司108578

TEL 0930-22-3068

（株）シンコウ製作所 20,000 －4005有法

機１
福岡県行橋市大字下崎４２３〒824-0076

興梠　智明108582



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1154頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-30-3688

ポライトホーム －4002無個

建１
福岡県久留米市梅満町１６２４　２０６号〒830-0048

梶原　泰平108583

TEL 0942-22-2500

高木鉄工（株） 10,000 －4002有法

機１
福岡県久留米市荒木町藤田１４２３－３２〒830-0064

高木　浩敏108584

TEL 093-771-2551

洞海マリンシステムズ（株） 34,120 －4008有法

土２機１通１
福岡県北九州市若松区山手町３－９〒808-0036

今田　寿雄108586

TEL 092-984-1402

彩電気（株） 50 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区田隈３－６５－２〒814-0174

鈴木　勝幸108587

TEL 0947-26-1215

豊成建設 －4009無個

土１
福岡県田川郡糸田町２１６１〒822-1300

三木　高志108588

TEL 0940-52-7333

（有）花かご 3,000 －4008有法

園１
福岡県福津市宮司１－２－６〒811-3305

杉島　善実108590

TEL 0948-42-6604

花田電工 －4010無個

電１
福岡県嘉麻市平１３２－４〒820-0203

花田　光隆108591

TEL 092-410-6785

（株）ケー・スタイル 3,000 －4001無法

内１
福岡県古賀市青柳２６７７－１〒811-3134

城戸　隆志108592

TEL 092-432-0825

（株）フクユー緑地 40,000 －4001無法

土２と２園２
福岡県福岡市博多区那珂３ー１８－２６〒812-0893

栗山　和道108594

TEL 092-986-3090

アリマ電光 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区雁の巣２－４１－１４〒811-0206

有馬　雄一108595

TEL 093-922-3007

（有）三豊電工 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区北方２－１２－８－１０１〒802-0841

松本　英雄108597

TEL 0930-28-8900

（株）江川スチール 5,000 －4005無法

筋１
福岡県行橋市大字長木１１０３－１〒824-0058

江川　靖108598

TEL 0940-35-3074

花田設備 －4008無個

管１
福岡県宗像市城西ヶ丘３－３－３〒811-3404

花田　勝義108599



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1155頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-555-2774

（合）誉組 1,500 －4008無法

と１鋼１解１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－１０－１７〒802-0061

手塚　博幸108600

TEL 093-342-8406

Ｒｉｓｅ（株） 3,000 －4008無法

土１建１大１左１と１鋼１筋１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県北九州市門司区大字柄杓田１４１８－３〒801-0813

榎本　雅一108601

TEL 092-410-2586

サンクリエート（株） 8,000 －4001無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県古賀市筵内１５６－２〒811-3121

中川　正也108602

TEL 092-737-6665

（株）ＣＲＥＡＴＥ 3,000 －4001有法

建１と１塗１内１解１
福岡県福岡市中央区天神４－４－３０天神西江ビル４階〒810-0001

野田　政志108603

TEL 092-558-4026

アイビープランニング（株） 5,000 －4011有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県大野城市御笠川４－１－８〒816-0912

堤　孝彦108604

TEL 092-573-3071

（株）辻野技建 3,000 －4011有法

建１内１
福岡県春日市小倉２－４０〒816-0824

辻野　晃市108605

TEL 092-572-3423

コーエイ電設 －4011無個

電１
福岡県春日市一の谷３－１３８－１〒816-0852

山口　英明108606

TEL 092-942-3257

（株）筒井電気商会 1,000 －4001無法

電１管１
福岡県古賀市青柳町１１００〒811-3133

岡部　勉108607

TEL 092-801-4152

戸田設備工業所 －4001無個

管１
福岡県福岡市早良区飯倉４－３１－５〒814-0161

戸田　勝志108608

TEL 092-947-7333

（株）ショウワークス 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県糟屋郡篠栗町和田１－４－２２〒811-2414

阿部　勝二108609

TEL 092-939-3043

（株）ツカサ工装 5,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原２－８９９－１〒811-2315

伊藤　司也108610

TEL 092-328-3063

三坂建築 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩小富士１２６４〒819-1321

三坂　康二108611

TEL 092-410-1072

（株）デザインワークス 5,000 －4001有法

内１
福岡県古賀市古賀２６２－６－２０１〒811-3137

平田　豊年108612



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1156頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-32-2379

叶工業（株） 10,000 －4009無法

土１建１大１と１
福岡県田川郡香春町大字採銅所５１１４－１〒822-1401

叶　弘亮108617

TEL 0949-24-9374

平上工業 －4004有個

管１井１
福岡県直方市知古３－６－２１〒822-0022

上田　恭平108618

TEL 092-692-5840

（株）ＴＭ工業 5,000 －4001無法

屋１管１板１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４－４－５〒811-2108

村上　達也108619

TEL 092-586-2195

（株）松本工業 5,000 －4001無法

左１と１
福岡県福岡市南区警弥郷１－８－１〒811-1324

松本　成光108621

TEL 092-471-1421

（株）電通技研 10,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区板付２－１－１〒812-0888

宮田　弘年108622

TEL 092-953-2333

（株）ニッショウ 10,000 －4011有法

機１
福岡県那珂川市大字埋金５５２－４〒811-1232

中森　俊昭108623

TEL 0944-74-5297

（有）龍建設工業 3,000 －4003無法

土１大１と１
福岡県柳川市吉富町７４１－９〒832-0055

龍　孝治108624

TEL 0942-47-0359

翔建設 －4002無個

土１舗１
福岡県久留米市善導寺町木塚１４０３－１〒839-0822

小屋松　寿108625

TEL 0942-62-3109

マルショウ（株） 5,500 －4002無法

土１管１舗１し１水１
福岡県久留米市城島町城島２７－２〒830-0207

今村　孝子108626

TEL 0930-55-0177

（株）ＭＰＳ 4,000 －4005有法

管１機１
福岡県行橋市大字今井１３５８－２〒824-0018

中島　彰108627

TEL 092-753-7700

（株）ＡＲＵＫ．Ｄｅｓｉｇｎ 10,000 －4001無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区白金２－８－１２－６Ｆ〒810-0012

小田　政元108628

TEL 092-942-0303
ＮＳ
ＨＯＭＥ＆ＳＴＯＲＥ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＯ －4001無個

建１
福岡県古賀市谷山７４９〒811-3125

酒井　勇人108629

TEL 092-292-4477

ＭＡＫＩＨＡＵＳ（株） 55,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南１－６－９〒812-0016

石井　清悟108630



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1157頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-74-2280

江頭設備 －4003無個

管１
福岡県柳川市東蒲池１４６６〒832-0006

江頭　隆爾108631

TEL 092-581-0706

よしむら工務店 －4011無個

建１
福岡県春日市春日原南町３－４－２〒816-0803

吉村　拓108633

TEL 0946-22-2368

いねなが屋（株） 1,200 －4006有法

建１ガ１具１
福岡県朝倉市甘木１９７－１〒838-0068

稲永　栄治108634

TEL 092-834-8585

（株）義建装 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区野芥６－１－３３－２〒814-0717

大山　健太郎108635

TEL 092-985-9079

（株）家づくりＬＡＧＯＭ 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区渡辺通１－９－２－２０６〒810-0004

仮屋　智美108636

TEL 092-622-1903

（株）イスラ 10,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須６６－１〒811-2305

縄田　喜美代108637

TEL 0943-22-4474

（株）ロイヤル住建 6,000 －4007無法

建１
福岡県八女市長野１８２４〒834-0014

牛島　教智108638

TEL 0944-31-5053

（株）松岡建設 10,000 －4003無法

建１大１
福岡県大牟田市大字吉野８７０－４〒837-0904

松岡　隆二108640

TEL 0943-77-7172

（株）宮﨑商事 5,000 －4002無法

土１
福岡県うきは市浮羽町小塩２００３－７〒839-1412

宮﨑　喜久丸108641

TEL 092-433-8662

（株）新日本エナジー 8,200 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区比恵町２－２４ロックシャローズ博多２０４〒812-0014

松尾　洋臣108642

TEL 093-941-5118

クリスティー（株） 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区黄金１－９－２－２０２〒802-0071

上條　俊治108643

TEL 093-617-6229

（株）ヒムロ 3,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市八幡西区楠橋下方３－１１－６〒807-1151

氷室　一也108644

TEL 093-562-3266

（株）ピュアスマイル 5,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区真鶴１－１０－２２〒803-0844

野中　大志108646



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1158頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-923-5068

西村組 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎３－５－１〒802-0072

西村　広高108647

TEL 0940-33-3211

丸光トーヨー（株） 11,000 －4008有法

建１
福岡県宗像市須恵１－４－８〒811-3405

天野　一二108649

TEL 0944-62-3547

ジュン・インテリア －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町下庄３６４－１〒835-0024

樺島　潤108650

TEL 0942-73-3800

（株）井上工務店 5,000 －4002無法

建１
福岡県小郡市干潟６４５－１０〒838-0112

井上　彰宏108651

TEL 0942-26-4861

佐野恵樹園（株） 5,000 －4002無法

土１と１園１
福岡県久留米市荒木町今１７４〒830-0065

佐野　幹法108653

TEL 092-986-3602

（株）スローライフ住宅設計 5,550 －4011有法

建１
福岡県那珂川市中原２－１６１クローネ博多南２０２号〒811-1213

西川　登108655

TEL 0930-56-4185

（株）Ｃ．Ｓ．ＮＥＴ 10,000 －4005有法

建１と１鋼１塗１防１内１解１
福岡県築上郡築上町大字水原２６０〒829-0333

竹口　喜美子108657

TEL 0948-25-7751

政田工業 －4010無個

タ１
福岡県飯塚市伊川１１６３－１〒820-0054

政田　献108658

TEL 092-863-8171

和電技工（株） 20,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区梅林１－１－１〒814-0144

和才　淳108660

TEL 092-936-0928

前田塗装 －4001無個

塗１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１１５－２９７〒811-2221

前田　裕二108661

TEL 092-410-2970

（株）防建工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市東区奈多１－２－５９　ヴィラージュ奈多１０１〒811-0204

脇山　尚之108662

TEL 0930-22-5197

トータルワン －4005無個

土１
福岡県行橋市西泉１－１３－８〒824-0038

木部　義憲108664

TEL 092-931-5025

（株）カワシマ 500 －4001有法

土１と１解１
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４８５９－１〒811-2405

川島　正治108665



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1159頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-962-4772

（株）田中インダストリー 1,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡新宮町上府北１－１０－２０〒811-0123

田中　恵治108666

TEL 092-627-2870

（株）Ｚ－ＤＲＡＧＯＮ 40,000 －4001無法

解１
福岡県福岡市東区多の津４－１１－１〒813-0034

吉田　竜司108668

TEL 093-967-1803

（株）ヤマトコーポレーション 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１機１水１解１
福岡県北九州市小倉北区木町２－４－３２－１４０５〒803-0851

大和　隆康108669

TEL 093-964-8088

家屋メンテナンス九州 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区石田南３－６－２３〒802-0836

小原　俊一108671

TEL 0930-28-9400

（株）ＺＥＮ－ＷＡ 5,000 －4005無法

と１
福岡県行橋市大字矢留８４６－１〒824-0037

髙橋　善久108672

TEL 093-551-8160

イトウ電気工事 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉北区須賀町２１－２－５０７〒802-0034

伊東　憲文108673

TEL 0940-36-5373

（株）匠永工務店 5,000 －4008有法

建１
福岡県宗像市日の里８－１９－２〒811-3425

三浦　潤一郎108674

TEL 093-761-3383

佐竹畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市若松区古前１－８－２〒808-0062

佐竹　征三108676

TEL 0947-44-9178

（株）昌絆 5,000 －4009無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県田川市大字伊加利１９９７－８〒825-0001

蜂矢　昌樹108679

TEL 0930-23-8240

河口塗装 －4005無個

塗１防１
福岡県行橋市行事１－１６－１０〒824-0001

河口　賢一108680

TEL 0942-22-2696

山口建設 －4002無個

土１
福岡県久留米市上津町２２０３－５０１〒830-0052

山口　孝弘108685

TEL 092-586-9208

（株）城南電設工業 2,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区麦野３－８－２０－１０８〒812-0882

井　俊英108687

TEL 092-962-3727

（株）友鉄工業 2,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２６１〒811-0102

友池　広高108688



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1160頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-562-4130

（有）建匠企画工房 4,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区野多目５－１２－１８－３０２〒811-1347

今村　昭108689

TEL 0947-73-3837

（有）徳州建設 7,000 －4009有法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１３３２〒827-0003

山﨑　高志108691

TEL 092-584-0230

瀬戸嶋工務店 －4011無個

大１
福岡県春日市紅葉ヶ丘東６－４２〒816-0833

瀨戸嶋　要次108692

TEL 092-633-2011

西部ガステクノソリューション（株） 450,000 －4001有法

土２建２と２電２管２鋼２塗２機２解２
福岡県福岡市東区東浜２－９－１１８〒812-0055

下村　彰108693

TEL 092-951-0710

アサヒエージェント（株） 5,000 －4011有法

建１
福岡県那珂川市道善２－１７〒811-1254

坂井　健一108696

TEL 092-603-2181

相模電設（有） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区西戸崎４－４－２〒811-0321

石井　聰108699

TEL 092-603-0470

（株）宝建設 6,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区西戸崎６－４－２１〒811-0321

海山　宝108700

TEL 092-957-8810

（株）ＨＡＹＡＴＥ 3,000 －4001有法

と１
福岡県糟屋郡志免町南里１１－４〒811-2207

井上　悟郎108701

TEL 093-647-3131

伸正工業（株） 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区春日台５－１２－２１〒807-0844

田中　伸幸108703

TEL 0943-73-1933

清緑園 －4002有個

園１
福岡県久留米市田主丸町中尾１４９４〒839-1216

山川　雪徳108707

TEL 092-555-3935

（株）豊国三和流通 3,000 －4011無法

具１
福岡県太宰府市国分１－１３－３２〒818-0132

立石　俊之108710

TEL 093-571-2739

大洋装備（株） 15,900 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区西港町７２－３〒803-0801

瀧上　里恵108711

TEL 093-884-9150

米田工務店 －4008無個

左１
福岡県北九州市戸畑区東大谷３－１６－３２〒804-0031

米田　務108712



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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TEL 093-632-3113

（株）デザインオフィスＳＡＮ－Ｆ 1,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区相生町１－１－１〒806-0044

田久保　浩一郎108713

TEL 092-957-0707

（株）濵建 5,000 －4001無法

大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１塗１防１内１絶１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２－２１－２７〒811-2126

濵田　一美108714

TEL 092-985-4623

キューボーサービス（株） 1,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市南区皿山１－１－１０〒811-1365

川原　寛108716

TEL 092-324-1601

（株）Ｈ＆Ｔ　Ｐａｉｎｔ 1,000 －4001無法

塗１
福岡県糸島市曽根２３４－２１〒819-1561

久保田　浩108717

TEL 0946-42-6278

ハセベホ－ルディングス（株） 5,000 －4006有法

建１
福岡県朝倉郡筑前町東小田１６６５－５〒838-0214

長谷部　栄次108718

TEL 0948-65-1513

加来組 －4010無個

左１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２４０３－１〒820-0607

加来　友樹108720

TEL 092-321-2737

（株）ＴＡＮＡＫＡ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市前原西４－１４－２６〒819-1117

田中　肇108722

TEL 092-891-1562

（有）篠原クレーン工業 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市西区福重５－１１－１８〒819-0022

篠原　邦博108723

TEL 092-332-0175

（株）イッコウ建材 3,000 －4001無法

具１
福岡県糸島市前原東３－８－２３友池ビル１０２号〒819-1119

板谷　一幸108727

TEL 092-804-0623

（株）ナカ工業 3,000 －4001無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県福岡市早良区早良７－３１－１１〒811-1122

中村　典弘108728

TEL 093-652-7881

（株）葵電機工業 30,000 －4008無法

電２
福岡県北九州市八幡東区中畑１－４－６〒805-0024

吉塚　秀明108729

TEL 093-662-7214

（株）吉本建窓 3,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市八幡西区西川頭町７－３〒806-0017

吉本　貢108730

TEL 093-342-1501

（株）喜久工業 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市門司区大字喜多久２６３－３〒801-0812

一川　真一郎108731
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TEL 0948-43-3327

ワイズ機械設備工業 －4010無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県飯塚市津原３５６－２〒820-0086

原田　美保108732

TEL 093-761-3827

林金物（株） 10,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市若松区浜町３－４－１５〒808-0024

林　英紀108733

TEL 093-967-7256

（株）美来 20,000 －4008無法

建２左２と２タ２塗２防２内２
福岡県北九州市小倉北区宇佐町２－８－９〒802-0016

重髙　和幸108734

TEL 092-985-8770

ハウジングコート（株） 10,000 －4011無法

塗１
福岡県太宰府市梅香苑４－１６－３７〒818-0124

宮﨑　雅夫108736

TEL 092-504-5665

（株）アサヒ電機製作所 10,000 －4011有法

電１
福岡県大野城市大城４－３－２２〒816-0911

杉山　倉二108737

TEL 09496-6-8771

ＨＡＧＡエンジ・サービス（株） 1,000 －4010有法

土１と１
福岡県飯塚市勢田２２７６－１４〒820-1111

芳賀　正宗108739

TEL 0948-57-0031

（株）大貴建設 5,000 －4010有法

土１建１と１舗１解１
福岡県嘉麻市牛隈２５１３－４３〒820-0301

田中　昭一108740

TEL 092-941-0738

（株）真和 1,000 －4001無法

と１鋼１板１具１
福岡県古賀市青柳町３１１－１〒811-3133

生津　和孝108741

TEL 092-834-2014

クローバー（株） 5,000 －4001無法

土１と１舗１し１水１
福岡県福岡市西区今宿町５３９－２３〒819-0164

西原　英夫108743

TEL 092-292-9513

（株）さわやか建設 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市博多区中洲５－１－２２〒810-0801

高松　浩二108744

TEL 092-405-9590

（株）北栄電工 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南３－７－２２〒811-2126

北方　敦雄108745

TEL 092-586-7657

（株）アイティーイー 10,000 －4001有法

電１管１通１
福岡県福岡市博多区月隈６－９－２３〒812-0858

平野　勇輝108747

TEL 093-631-1561

九州興機（株） 30,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１
福岡県北九州市八幡西区築地町６－１〒806-0001

定行　淳108748
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TEL 092-776-1418

（株）千﨑 5,000 －4011無法

建１と１
福岡県春日市塚原台２－４５〒816-0841

百田　敬一108749

TEL 092-924-1682

奥野工務店 －4011無個

建１
福岡県太宰府市観世音寺５－１０－３１〒818-0101

奥野　博士108750

TEL 093-481-8007

（株）白浦 10,000 －4008無法

土１と１鋼１筋１し１解１
福岡県北九州市門司区恒見町２１－８〒800-0116

浦西　淳一108751

TEL 093-571-7601

菅工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区中井１－２９－３〒803-0836

菅　英樹108752

TEL 093-245-8288

ミサワ内装 －4008無個

内１
福岡県中間市池田１－２５－２８〒809-0024

三澤　亮108753

TEL 093-471-3898

山﨑組 －4008無個

大１
福岡県北九州市小倉南区中貫１－８－１１〒800-0237

山﨑　良昭108754

TEL 093-381-6720

本屋敷組 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市門司区城山町１－２９〒800-0013

本屋敷　勉108755

TEL 092-327-3888

未来航路（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県糸島市志摩松隈２９７－５〒819-1306

河原　良平108757

TEL 092-332-9570

木下設備工業 －4001無個

管１
福岡県糸島市前原中央１－５－８－６０３〒819-1116

木下　貴雄108758

TEL 092-566-4184

松本塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市南区鶴田２－１５－２５〒811-1352

松本　留三108759

TEL 092-403-0125

（株）ＣＲＯＳＳ 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１
福岡県福岡市中央区今泉２－４－５９－４０１〒810-0021

川畑　吉彦108760

TEL 092-954-0660

川辺工業 －4011無個

左１
福岡県那珂川市今光８－５－１－７０９〒811-1211

川邊　博之108761

TEL 0944-86-5299

（株）タカダ 5,000 －4003無法

管１
福岡県大川市榎津３０－１〒831-0004

髙田　忠宜108762
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TEL 0942-43-2701

青峰建塗 －4002無個

塗１
福岡県久留米市高良内町３５０５－３〒839-0852

古賀　勝弥108763

TEL 092-583-6888

（株）中野建築工房 5,000 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県大野城市山田２－１２－３８〒816-0922

中野　修108765

TEL 092-935-3486

旭建工 －4001無個

防１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石８６－３９〒811-2221

平畑　眞琴108766

TEL 092-811-8620

グリーンストリート（株） 5,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区野方６－３６－３２〒819-0043

原　貴夫108767

TEL 092-892-5177

（株）ハウス工房 1,000 －4001無法

建１大１屋１タ１防１内１
福岡県福岡市西区生松台１－３１－１４〒819-0044

安河内　翔太108768

TEL 0930-53-5150

（株）ＲＹＵＳＥＩ 10,000 －4005有法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県築上郡築上町大字安武１２７５－１〒829-0111

元島　隆108770

TEL 0947-44-0237

大栄産業（株） 40,000 －4009無法

建２と１塗１防１
福岡県田川市大字奈良１５８７－４〒826-0043

船原　順二108771

TEL 0943-42-3888

瑞宝建設（株） 20,000 －4007無法

土２と２鋼２舗２水２
福岡県八女市黒木町土窪２６６１－２〒834-1211

荒山　徳美108773

TEL 092-951-0570

（株）クサカベ 5,000 －4011無法

建１内１
福岡県那珂川市大字上梶原１００８－５０〒811-1223

日下部　祐一郎108774

TEL 0949-25-9876

ジー・エス －4004無個

土１
福岡県直方市大字植木１９３１－１〒822-0031

茂永　紘明108776

TEL 093-603-0536

（株）山本総建 5,000 －4008有法

塗１
福岡県北九州市八幡西区本城東６－１１－３３〒807-0815

山本　裕一108778

TEL 093-742-5366

（株）高須工業 1,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区高須南２－１－１７〒808-0145

森　廣宣108779

TEL 0942-65-5252

（株）Ａ環境建設 2,500 －4007有法

管１
福岡県筑後市大字久富７９２－２〒833-0056

吉岡　恒夫108780
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TEL 0942-45-8116

合川商事（株） 1,000 －4002有法

土１と１石１舗１解１
福岡県久留米市東合川４－１－３２〒839-0809

深見　陽之輔108782

TEL 092-953-7617

（株）淕工芸 2,000 －4011有法

鋼１
福岡県那珂川市道善３－４６〒811-1254

大脇　義史108783

TEL 092-588-5750

（株）後藤建設 5,000 －4011無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１内１絶１具１
福岡県春日市天神山２－１４３－１〒816-0855

後藤　弘行108784

TEL 093-981-0450

（株）ＦＵＫＵＳＨＯ 58,000 －4008有法

土２建２大２左２と２石２屋２電２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
福岡県北九州市八幡西区上の原３－５－１０〒807-0071

福岡　竜太108786

TEL 092-558-8757

（有）Ｙ’ ｓテクノ 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区東月隈２－２－２４〒812-0854

大島　永哲108787

TEL 092-982-0270

（株）ＣＲＡＦＴＳ 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市早良区四箇６－２１－３５〒811-1103

小金丸　秀二108790

TEL 0944-58-1241

境建設 －4003無個

建１
福岡県大牟田市大字宮崎８９０－１〒837-0903

境　和彦108791

TEL 093-613-0051

オーエス設備（株） 5,000 －4008無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区三ケ森４－１２－１〒807-0843

岡﨑　誠児108792

TEL 0949-28-8150

信友ボーリング工業（株） 10,000 －4004有法

井１
福岡県直方市大字上境２８８７－１６〒822-0006

森　郁夫108793

TEL 0947-63-3183

（株）松鷹 5,000 －4009無法

機１
福岡県田川郡大任町大字今任原１２７３〒824-0511

松井　信鷹108795

TEL 0930-24-0920

龍田工務店 －4005無個

建１
福岡県行橋市西泉１－１０－２〒824-0038

龍田　英樹108797

TEL 092-861-7888

広成産業（株） 3,000 －4001無法

土１と１舗１園１解１
福岡県福岡市早良区賀茂３－１４－７〒814-0164

廣瀬　靖彦108799

TEL 092-292-6051

（株）アイクオリティ 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区千代３－３－４第１５岡部ビル９階〒812-0044

榮　泰弘108800
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TEL 092-325-2017

ケイユウホーム －4001無個

建１
福岡県糸島市二丈深江２１２５－７〒819-1601

原　裕樹108801

TEL 0946-42-5755

（株）時津運送社 10,000 －4006有法

土１と１舗１
福岡県朝倉郡筑前町畑嶋字松ヶ坂４３７〒838-0203

時津　弘108803

TEL 0944-88-8223

（株）彩 5,000 －4003有法

建１
福岡県みやま市瀬高町本吉５２－８〒835-0003

大坪　宏記108804

TEL 092-692-6029

（株）　本商会 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区青葉１－１１－５〒813-0025

下田代　リカ108807

TEL 092-412-0082

（株）オーパーツ 40,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２－３〒812-0016

山口　雅寛108808

TEL 093-881-3746

（株）山本工業 9,500 －4008有法

土１と１
福岡県北九州市戸畑区境川１－８－８〒804-0013

山本　幸二108810

TEL 093-921-3166

（株）ビーアート石橋 10,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－１４－２２〒802-0061

松下　秀勇108811

TEL 0930-31-0203

矢野電気工事 －4005無個

電１
福岡県行橋市大字矢留１２４０－１〒824-0037

矢野　雅章108812

TEL 0948-62-5559

阿部建築 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市西郷８４３－１〒820-0505

阿部　文弘108813

TEL 0979-82-6008

（有）村口電機設備 3,000 －4005有法

電１管１機１井１
福岡県豊前市大字岸井４５－２〒828-0043

村口　春行108814

TEL 0942-33-0647

（株）ディーエーケー工業 10,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市津福本町４８１－３〒830-0047

大坪　英樹108816

TEL 0940-52-0842

花田建設 －4008無個

建１
福岡県福津市津屋崎７－１０－３５〒811-3304

花田　昌也108817

TEL 0940-39-7681

（株）大和設備 3,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県宗像市武丸１９４７－３〒811-4152

大和　秀三108818
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TEL 093-583-0262

脇之薗内装 －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉北区新高田２－１８－７〒803-0852

脇之薗　修108819

TEL 0944-87-7231

諸富建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字道海島２６０－１〒831-0007

諸富　賢一108820

TEL 093-581-3755

（株）甲斐伝説 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区篠崎２－２６－７〒803-0861

甲斐　栄治108821

TEL 092-555-4344

岩戸建設（株） 5,100 －4011有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県那珂川市大字安徳５２２－１〒811-1224

二宮　肇108822

TEL 0930-22-1040

（株）喜働建設 1,000 －4005無法

土１と１舗１し１水１
福岡県行橋市南泉１－３６－１４〒824-0036

松本　正108823

TEL 092-836-7720

（株）ＰＵＺＺＬＥ 2,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区原６－７－１８〒814-0022

権藤　正行108824

TEL 092-553-5533

（株）ハローグッバイ 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区長住３－２－１－３０４〒811-1362

安川　晃司108825

TEL 092-866-1739

（株）防水の吉 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区干隈４－６－９〒814-0163

吉田　誠108827

TEL 092-948-2308

ケイ・エスエス技建（株） 5,000 －4001有法

具１
福岡県糟屋郡久山町大字久原１１８４－１〒811-2501

梶原　栄一108829

TEL 0944-54-5515

森田電工 －4003無個

電１
福岡県大牟田市八尻町３－３８－１〒836-0811

森田　光哉108830

TEL 0943-32-4854

（有）山中塗装店 3,000 －4007無法

塗１
福岡県八女郡広川町大字新代１２３－２〒834-0115

山中　龍一108832

TEL 0948-21-5353

（株）緑豊開発 28,000 －4010無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県飯塚市伊川１２６７－２〒820-0054

南　貴博108834

TEL 0930-24-1186

匠社寺 －4005無個

屋１
福岡県行橋市下稗田１４０３－２１〒824-0054

早田　久善108835
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TEL 092-891-3799

栗巣野断熱工業 －4001無個

絶１
福岡県福岡市西区西の丘２－３－１－６４３〒819-0046

栗巢野　信男108837

TEL 092-432-7521

（株）アルファメイト 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－３６－２９〒812-0011

本房　周作108838

TEL 092-551-4447

（株）福省 3,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市南区西長住１－８－３〒811-1361

冨井　省三108839

TEL 092-407-1611

暁工房 －4001無個

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県福岡市西区金武１７３６－２〒819-0035

尾上　大三郎108841

TEL 092-406-7991

（株）アーキシティ研究所 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区赤坂１－１４－３７〒810-0042

廣田　愼一郎108842

TEL 093-981-2620

誠翔建設 －4008無個

土１
福岡県北九州市八幡西区小嶺３－１６－３４〒807-0081

鑪野　謙司108843

TEL 093-452-2078

（有）ヤケヤ建設 3,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１塗１園１水１解１
福岡県北九州市小倉南区大字木下１０９２〒803-0184

燒谷　忠男108845

TEL 0943-77-8080

ハウスペイント山下 －4002無個

塗１
福岡県うきは市浮羽町西隈上６０－１〒839-1404

山下　祐司108847

TEL 092-503-9857

ファシリティシステム（株） 5,000 －4011無法

消１
福岡県大野城市乙金東３－６－１１〒816-0901

北村　敬教108849

TEL 0979-22-9000

協和産業（株） 10,000 －4005無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県築上郡吉富町大字小祝９５５〒871-0801

森山　真理108851

TEL 092-504-5292

（有）池上電機 5,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市御笠川１－１０－４〒816-0912

池上　真一108852

TEL 092-558-7809

（株）井上建設 5,000 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県大野城市川久保２－２－１１〒816-0905

井上　量太108854

TEL 092-621-8436

（株）小堀製作所 10,000 －4001有法

鋼１機１
福岡県糟屋郡粕屋町仲原２８０３－１〒811-2304

前田　大介108855
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TEL 092-553-3035

（株）誠大郎 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区柳河内２－１０－１４〒815-0063

今吉　福一108856

TEL 092-327-2186

（株）石郷 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県糸島市志摩小金丸９４９－１〒819-1323

石郷　弘一108857

TEL 092-523-0326

ｓａｙａ．ｃ（株） 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区薬院４－１３－６１－１９０４号〒810-0022

有馬　聡108859

TEL 0943-77-5976

安部興業 －4002無個

と１
福岡県うきは市浮羽町古川１００２－２０〒839-1405

安部　仁志108860

TEL 0942-27-2308

（株）樋口建設 6,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市荒木町荒木１９７９－１４〒830-0063

樋口　國廣108861

TEL 0942-41-8028

（株）ＵｎｉｔｅｄＨｏｍｅ’ ｓ 1,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市山川神代１－１０－５３ＢＡＵ３８１０１〒839-0811

森田　敏裕108862

TEL 093-473-8699

ワークショップｋ＆ｆ（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区中曽根３－３－６〒800-0222

木下　文夫108864

TEL 092-692-6784

（株）西日本整熱 3,000 －4001無法

絶１
福岡県古賀市今の庄２－１－１６〒811-3117

西村　信芳108865

TEL 092-812-4770

（株）山水工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区橋本２－２－１〒819-0031

山田　凡108866

TEL 092-322-9781

渡邊工業 －4001無個

と１
福岡県糸島市前原西２－２－２２〒819-1117

渡邊　忠誠108867

TEL 092-874-0111

（株）ネクスト－ライフ－デザイン 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区長尾１－１３－３１サン・フタバ長尾２Ｆ〒814-0123

大津　慶吾108869

TEL 092-432-2282

（有）創信 3,000 －4001無法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県福岡市博多区竹下２－４－６８－２Ｆ〒812-0895

齋藤　貴史108870

TEL 092-853-3130

（株）辰己建築板金 2,000 －4011無法

屋１板１
福岡県那珂川市大字上梶原８７６－２５〒811-1223

吉田　辰　108871
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TEL 092-873-5011

（有）笠設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区梅林７－２１－２４〒814-0172

笠　秀昭108873

TEL 092-516-8367

（株）岡部総建 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区今宿東３－３７－１８〒819-0161

岡部　悦男108874

TEL 092-751-8666

森田産業（株） 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区六本松３－１１－３１〒810-0044

森田　奉成108875

TEL 0946-24-5838

（株）川波工業 3,000 －4006無法

筋１
福岡県朝倉郡筑前町高田２２７３〒838-0814

川波　清實108876

TEL 092-558-6146

武宮塗装 －4011無個

塗１
福岡県大野城市南ケ丘７－１７－９〒816-0964

武宮　無我108877

TEL 0947-28-3855

小松建設（株） 9,990 －4009無法

土１建１と１舗１解１
福岡県田川郡福智町上野３７４４〒822-1102

小松　竜太108879

TEL 0949-58-9050

（株）髹漆三好金司 5,100 －4004有法

塗１
福岡県直方市大字上頓野４８８５〒822-0003

三好　金司108880

TEL 0930-22-3611

京都開発（有） 10,000 －4005有法

土１建１
福岡県行橋市大字西谷２０２－１〒824-0046

宮田　將英108881

TEL 093-381-8155

村上工業（株） 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市門司区大里本町１－２－１〒800-0063

村上　達哉108883

TEL 0979-72-4136

園田建設（株） 20,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字宇野１１０４〒871-0914

園田　寧則108884

TEL 092-589-3931

（資）古野計装 300 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区諸岡１－１－４〒812-0894

古野　欣三108885

TEL 092-834-7715

（株）幸陽庭園土木 10,000 －4001有法

土１と１舗１園１解１
福岡県福岡市西区戸切３－１１－３２〒819-0032

石﨑　幸一108888

TEL 092-947-3345

丹後建設 －4001無個

建１大１
福岡県糟屋郡篠栗町中央４－４－７〒811-2417

丹後　辰弥108890
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TEL 092-948-1823

里﨑技建 －4001無個

土１と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒１８９－１５〒811-2415

里﨑　文雄108891

TEL 092-671-6293

（株）蟻造園 5,000 －4001無法

土１と１石１舗１園１
福岡県福岡市東区若宮３－１６－１２〒813-0036

倉田　鳳雲108892

TEL 093-618-8280

瓜生建設 －4008無個

土１建１と１解１
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町３－２０〒807-1103

瓜生　寿紀108893

TEL 093-555-8099

（株）小松電設 2,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区大蔵２－２２－９〒805-0048

小松　博幸108894

TEL 092-410-3384

コウシン －4001無個

と１
福岡県糟屋郡宇美町明神坂３－２－３４〒811-2122

髙尾　正守108895

TEL 092-211-1218

晃建設（株） 5,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市南区井尻４－２２－１３〒811-1302

成清　晃108897

TEL 0943-72-3961

千代田建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市田主丸町菅原１６２２－５〒839-1225

千代田　克行108898

TEL 092-408-2351

（株）アラガミ 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市南区柏原１－５－８〒811-1353

荒神　大寿希108900

TEL 092-957-6280

静工機（株） 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵５２５－５〒811-2113

百武　静司108901

TEL 092-607-9515

（株）松建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区奈多３－４－２０〒811-0204

松田　直之108902

TEL 092-710-7618

九州ベルテクス（株） 50,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区多の津５－２７－１２〒813-0034

長谷川　哲男108904

TEL 092-986-1073

テクニカルサービスＳＡＴ －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区野茶７－３２－１１〒814-0171

友貞　学108905

TEL 092-596-9696

（株）黒上電気 5,000 －4011無法

電１通１
福岡県大野城市平野台１－２０－４〒816-0972

黒上　勝史108906
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TEL 092-776-3841

（株）ＩＮＧｓｅａｌｉｎｇ 5,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市片縄北２－１１－６〒811-1201

印具　徹浩108907

TEL 093-571-2727

（株）リ・ホームまつお 5,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区清水２－１１－６〒803-0841

松尾　卓108908

TEL 093-932-0361

（株）エステック 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区高坊２－１０－３６〒802-0053

諏訪下　雅康108910

TEL 093-616-6355

アジア興業（株） 40,000 －4008有法

土１と１管１鋼１機１解１
福岡県北九州市八幡西区里中２－１２－２〒807-0846

栗原　いつ子108911

TEL 092-555-6851

大雅建設（株） 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区花畑２－３１－１８〒811-1356

小俣　陽祐108912

TEL 092-474-0650

（株）イブニーズ 10,000 －4001有法

板１具１
福岡県福岡市博多区半道橋１－１４－３１〒812-0897

竹原　利彦108913

TEL 0947-28-6088

（株）ホウシュウ 5,000 －4009無法

筋１
福岡県田川郡福智町赤池３１８－９〒822-1101

犬山　良一108915

TEL 0930-23-5830

行橋京都液化ガス事業（同） 65,740 －4005有法

管１
福岡県行橋市大字津留２８１番地〒824-0016

奥村　美佐樹108916

TEL 09496-2-5522

荒木工業（株） 200 －4004無法

と１
福岡県鞍手郡小竹町勝野２８０８－１〒820-1103

荒木　利行108917

TEL 093-483-3050

衞藤建設工業 －4008無個

塗１
福岡県北九州市門司区恒見町２８－２２〒800-0116

衞藤　海108918

TEL 093-641-7113

大成緑地建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１舗１園１
福岡県北九州市八幡西区幸神２－５－１７〒806-0055

安東　正則108919

TEL 0942-45-3139

（株）野村設備 5,000 －4002無法

管１水１
福岡県久留米市太郎原町３０２〒839-0821

野村　明功108920

TEL 092-861-9301

（有）ミヤケビルメンテナンス 3,000 －4001有法

管１内１
福岡県福岡市城南区樋井川１－１２－１０〒814-0153

三宅　幸太郎108921
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-327-2815

（有）志摩クリエイト 3,000 －4001有法

管１
福岡県糸島市志摩小金丸２０３３－４〒819-1323

吉村　和茂108922

TEL 092-558-5750

メイクライフ（株） 3,000 －4011無法

建１
福岡県大野城市雑餉隈町４－２－１６〒816-0923

椎窓　淳108924

TEL 092-585-0780

春日エレベーター －4011無個

機１
福岡県春日市下白水北５－７８〒816-0854

上野　直尉108925

TEL 092-953-0427

小川瓦屋 －4011無個

屋１
福岡県那珂川市今光３－２５３〒811-1211

小川　博稔108926

TEL 092-936-4811

（有）光設備 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町植木１３２６－１〒811-2112

松田　雄108929

TEL 092-409-8627

奥山設備工業（株） 5,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市御笠川６－８－６インタービル御笠川１階・２階〒816-0912

奥山　俊明108930

TEL 092-804-1158

（株）岩崎シーリング 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区内野１－２５－１１〒811-1123

岩崎　博文108931

TEL 092-984-3150

（株）岡部電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字新原２７４－２９０〒811-2111

岡部　裕一108932

TEL 092-862-5599

（株）ライフ 8,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市城南区梅林３－２５－４２〒814-0144

口田　茂幸108933

TEL 092-624-2938

（株）エフ・ティ・エス 18,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市博多区吉塚４－６－１７〒812-0041

福澤　裕士108934

TEL 092-611-1147

昴通信工業（株） 1,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市東区原田１－４４－１〒812-0063

竹田　優一108935

TEL 092-983-3106

エムシステム －4001無個

管１
福岡県福岡市早良区四箇２－１６－７－１〒811-1103

村上　直樹108936

TEL 0943-75-2668

（株）森組 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県うきは市吉井町長栖１３２２－４〒839-1344

森　千代子108937
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令和 4年 3月末日 現在　　
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1174頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-65-5173

匠建設（株） 20,000 －4002有法

建２
福岡県久留米市野中町５６３－１〒839-0862

坂本　朋久108938

TEL 0942-77-6570

棚町住建塗装店 －4002無個

塗１
福岡県三井郡大刀洗町春日６８９－２〒830-1213

棚町　真二108939

TEL 0946-23-9963

（株）ミキ建設 3,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉郡筑前町依井１４２８－５〒838-0813

松本　樹東108940

TEL 092-406-5565

大潮建工（株） 20,000 －4001有法

土２と２舗２し２園２水２
福岡県福岡市中央区平尾４－４－１０〒810-0014

久保　和豊108941

TEL 092-865-8832

前田電気計装 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区田村２－６－２７〒814-0175

前田　正幸108942

TEL 092-588-9300

（株）ＷＥＬＬＮＥＳＴ　ＨＯＭＥ九州 30,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区竹丘町１－４－３　南福岡パークホームズ１０３〒812-0878

小山　貴史108943

TEL 092-925-8102

（株）ＹＡＳＵＤＡ 10,000 －4011無法

筋１
福岡県筑紫野市二日市北６－１１－１９〒818-0056

保田　孝晴108944

TEL 092-581-4614

古賀工務店 －4011無個

建１大１
福岡県大野城市瓦田５－９－２０〒816-0932

古賀　征宏108945

TEL 0942-43-7886

（株）いのうえ塗装店 5,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市高良内町１５７－１０〒839-0852

井上　善文108947

TEL 0943-43-4620

風光る －4007無個

建１
福岡県八女市室岡７７３－３〒834-0066

西江　敬樹108948

TEL 093-561-2456

（株）月形防水建設 5,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県北九州市小倉北区菜園場２－１－９〒803-0823

月形　孝司108950

TEL 093-612-8557

（有）木下工匠 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区上上津役６－７－２０〒807-0072

木下　志信108951

TEL 093-475-3351

（株）永野設備工業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区上吉田５－１－５〒800-0201

永野　上総108952



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-616-9162

（株）Ｔ・Ｄ 10,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬２－３－２１〒807-1261

谷﨑　友紀108953

TEL 093-618-1899

友樹建設 －4008無個

土１左１と１舗１解１
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町３－１８〒807-1114

阿舎利　淳一108954

TEL 093-541-5253

中也工業（株） 3,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉北区明和町５－３９〒802-0017

中村　哲也108955

TEL 093-222-1787

藤和造園 －4008無個

園１
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町２５８２－１〒807-0111

吉永　藤綱108957

TEL 0949-28-7307

（株）絆ホームサービス 3,000 －4004無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県直方市大字頓野３００４－１〒822-0002

大庭　祐輔108958

TEL 0948-92-6309

新生設備 －4010無個

管１
福岡県飯塚市勢田５９－１〒820-1111

中村　幸男108959

TEL 0942-62-0162

（株）松延板金工業 5,000 －4002無法

屋１板１
福岡県久留米市城島町芦塚９８２－１〒830-0201

松延　泰孝108962

TEL 092-410-2277

（株）ロコハウス 9,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区美和台１－２２－３〒811-0212

伊藤　嘉則108964

TEL 092-621-1921

（株）三伸 14,000 －4001有法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須１１１〒811-2305

中上　千年108965

TEL 092-871-7808

（株）磯口建装 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区干隈５－１１－１５〒814-0163

磯口　和則108966

TEL 092-834-3111

（株）イオスコーポレーション 30,000 －4001有法

土１建１内１
福岡県福岡市早良区城西３－１７－１８〒814-0003

伊藤　治108967

TEL 093-922-9887

（株）Ｄａｉ建築 700 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉北区足原２－９－１５〒802-0043

大空　秀樹108968

TEL 093-472-0137

スマートホーム（株） 30,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区朽網東２－４－６〒800-0232

小山　朝治108969
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福岡県
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TEL 092-558-5886

（株）栗谷組 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区月隈３－３３－１４〒812-0858

栗谷　慶章108970

TEL 092-947-6228

（株）野中造園 5,000 －4001有法

園１
福岡県糟屋郡篠栗町大字内住３３５０〒811-2404

野中　孝之108971

TEL 0949-29-6003

トーシン工業（株） 5,000 －4004無法

管１機１
福岡県直方市大字上頓野１０８５番地１〒822-0003

佐藤　好浩108972

TEL 0930-22-2333

日東電機工業（株） 32,000 －4005有法

電２
福岡県行橋市東泉１－１－１４〒824-0035

神﨑　誠108973

TEL 0948-53-1381

林田筑豊園 －4010無個

園１
福岡県嘉麻市上山田１６８３－１５６〒821-0012

林田　俊昭108974

TEL 0948-22-0004

（株）ミヤビック 9,000 －4010無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県飯塚市高田４７－１〒820-0079

梶原　雅彰108975

TEL 0930-56-0126

雄建工業 －4005有個

土１と１舗１
福岡県築上郡築上町大字石堂１４９－２〒829-0312

佐野　雄二108976

TEL 092-588-2503

光栄産業（株） 5,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市南区日佐３－３８－１５－１０７〒811-1313

岩田　博之108978

TEL 092-692-2720

（株）石見工業 500 －4001無法

絶１
福岡県古賀市米多比１６２３－６〒811-3123

石見　忠功108981

TEL 092-821-4179

坂上タイル工業（株） 10,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市城南区田島１－７－６〒814-0113

坂上　力雄108982

TEL 093-881-7686

阿部緑花（株） 8,000 －4008無法

土１と１石１園１
福岡県北九州市戸畑区三六町７－３〒804-0091

阿部　俊典108983

TEL 093-691-6964

（有）ＳＨＯＥＩ技建 2,000 －4008無法

舗１
福岡県北九州市八幡西区大浦２－１４－１７－２０９〒807-0874

中野　勝利108984

TEL 093-681-3448

（株）ＭＡＸ工業 500 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県北九州市八幡東区春の町４－５－１５〒805-0050

宮原　主昌108985
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福岡県
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TEL 093-752-1813

日鉄鋼構造（株） 100,000 －4008有法

土２鋼２塗２
福岡県北九州市若松区大字安瀬６４〒808-0022

能勢　哲郎108986

TEL 0942-77-3065

棚町塗装 －4002無個

塗１
福岡県三井郡大刀洗町高樋１２１１－２〒830-1221

棚町　信孝108988

TEL 0946-22-6501

（株）川上建設 1,000 －4006無法

土１舗１
福岡県朝倉市荷原２２３６－２〒838-0029

川上　照彦108989

TEL 093-776-6874

（株）ＣＷＴ 500 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区中井５－３－１５〒803-0836

武末　良枝108990

TEL 093-863-0230

（株）西住建 8,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区長尾２－１３－２０〒803-0274

　　博文108991

TEL 093-342-8111

（株）和氣 10,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市門司区丸山吉野町１－４〒801-0824

和氣　拓也108993

TEL 092-558-8344

ホームリペア（株） 2,000 －4011無法

大１内１
福岡県大野城市つつじケ丘４－１２－９〒816-0962

米倉　隆司108994

TEL 092-555-8513

（株）サンクリエイト 5,000 －4011無法

塗１防１
福岡県太宰府市高雄５－４－１６〒818-0122

藤丸　健太郎108995

TEL 0948-43-4661

（株）明住建 5,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市立岩１３００〒820-0003

長尾　エミ108996

TEL 0943-24-8413

（有）イサムセーフティ 5,000 －4007無法

と１
福岡県八女市馬場９５３－１〒834-0023

城後　勇108997

TEL 0943-24-5572

（株）井手電設 8,000 －4007無法

電１管１
福岡県八女市井延２７９－１〒834-0026

井手　貴信108998

TEL 092-629-6919

ＺＩＯＮ（株） 5,000 －4001有法

電１管１通１
福岡県福岡市東区原田４－２３－５〒812-0063

沖村　忠世108999

TEL 093-562-1345

（株）秋吉電機 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区今町２－１５－３〒803-0862

秋吉　慎吾109000



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1178頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-881-3362

（株）カヤシマ電気工事 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区愛宕南２－６－３１〒819-0007

萱嶋　正雄109001

TEL 092-553-5559

東島竜司 －4001無個

機１
福岡県福岡市南区三宅３－１６－１８－２０７〒811-1344

東島　竜司109002

TEL 092-864-6746

吉澤工業（株） 3,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市早良区田村２－１１－３０－２０１〒814-0175

吉澤　光治109003

TEL 092-210-0437

（株）ハシグチ 2,000 －4001無法

土１左１と１石１舗１塗１防１内１水１
福岡県福岡市西区愛宕南２－４－３４－１０３〒819-0007

橋口　祐二109004

TEL 092-771-9989

九州ビルド工業（株） 10,000 －4001有法

土１建１と１
福岡県福岡市中央区舞鶴３－２－６〒810-0073

中村　安宏109005

TEL 0947-45-4725

（株）九州興亜 5,000 －4009無法

土１建１と１
福岡県田川市大字糒１７００－３２８〒825-0005

吉武　勇人109007

TEL 093-671-6901

（株）丸利電工 2,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区枝光４－８－２２〒805-0002

長谷川　利彌109009

TEL 093-701-2531

大力産業（株） 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区南二島４－１－１６〒808-0109

伊藤　正光109010

TEL 0944-72-1634

（株）熊丸建設 5,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１
福岡県柳川市蒲生５２３－８〒832-0001

熊丸　利博109011

TEL 0944-87-2749

（株）アーステック 1,000 －4003有法

土１建１と１
福岡県大川市大字大野島１１１３－１０〒831-0045

広松　大助109012

TEL 092-565-8665

（株）ＪＩＮ建設 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区桧原７－１６－１４〒811-1355

神之薗　伸一109013

TEL 092-937-7500

（株）ＳＬＡＤＥ 5,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡志免町南里３－１２－１５〒811-2207

小谷　卓也109014

TEL 093-617-6536

（株）花田電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区馬場山２－２〒807-1136

花田　悟109015
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TEL 093-282-1006

（株）匠建装 1,000 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡岡垣町大字高倉２９３－５〒811-4234

門脇　紀美男109016

TEL 092-922-0070

アケチ電気 －4011無個

電１
福岡県太宰府市青山４－２２－３〒818-0121

中嶋　順一109020

TEL 092-558-5144

（株）シンテック 3,000 －4011無法

左１
福岡県大野城市大池１－１－１８〒816-0904

緒方　新吾109021

TEL 0948-26-4500

（株）Ｔ・Ｅエンジニアリング 5,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市堀池１９３－３〒820-0070

塚本　祐二109023

TEL 092-865-6652

（株）タカモリ 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区賀茂４－２２－１〒814-0164

高森　真次郎109024

TEL 092-477-2609

プロ．ワークス（株） 1,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－３１九州ビル６Ｆ〒812-0016

山部　学109025

TEL 092-515-5180

（有）井手内装 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区城西３－１０－１〒814-0003

井手　修司109026

TEL 093-471-5172

（株）小田工業 1,800 －4008無法

土１
福岡県北九州市小倉南区葛原東３－１－１〒800-0206

小田　和也109027

TEL 093-961-6664

内川工業（株） 5,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市小倉南区志井４－５－１７〒802-0985

内川　恒雄109028

TEL 093-202-3618

祥明（株） 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡水巻町吉田東２－５－２１〒807-0045

岡松　祥一109029

TEL 093-621-6536

（株）柴田工業 5,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡西区茶売町９－４４〒806-0069

柴田　徹109030

TEL 093-701-9260

マモル住建（有） 5,000 －4008無法

塗１
福岡県遠賀郡岡垣町吉木東１－３５－６〒811-4241

田中　博之109031

TEL 0944-43-5376

（株）加藤組 3,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県大牟田市大字宮部２８－１２〒837-0914

加藤　真司109032



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1180頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-27-9615

ＥＢＩＳＵエンジニアリング（株） 3,000 －4002有法

電１通１
福岡県久留米市大石町２３７－３〒830-0049

北村　信一109033

TEL 0942-77-0340

（株）平田鉄工 5,000 －4002無法

建１と１鋼１
福岡県三井郡大刀洗町大字上高橋１６４３－１〒830-1222

平田　春夫109034

TEL 092-323-8827

井手タイル工業 －4001無個

タ１
福岡県糸島市井原１１２２－５〒819-1582

井手　徹徳109035

TEL 092-935-7600

ア・レックス －4001無個

内１
福岡県糟屋郡志免町南里６－１７－１９〒811-2207

飯盛　隆行109037

TEL 092-939-0905

（有）壮研 3,000 －4001有法

土１と１井１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東１－７－１５〒811-2317

昆　伸行109038

TEL 0944-67-3555

溝上工業（株） 3,000 －4003有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県みやま市高田町竹飯２８８５－１〒835-0135

溝上　泰樹109039

TEL 093-561-9588

（株）坂本インテックス 20,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘２－５－６〒803-0827

坂本　秀樹109040

TEL 092-410-6891

（株）近藤工業 5,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡久山町大字久原１７６９－１〒811-2501

近藤　央109043

TEL 0948-62-2134

（株）サグチ建設 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉麻市飯田４９０－４〒820-0501

坂本　　子109044

TEL 0944-72-6868

大貴建設（株） 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県柳川市高島２１９－１〒832-0002

松藤　泰大109045

TEL 0942-47-0202

（株）萩尾植樹園 5,000 －4002有法

土１と１石１園１
福岡県久留米市草野町矢作５４９〒839-0837

萩尾　坥人109046

TEL 092-923-4490

（株）筑紫野市浄化槽センター 1,000 －4011有法

機１
福岡県筑紫野市塔原東５－７－１１〒818-0059

山本　節子109048

TEL 092-558-6241

（株）まるげん 3,000 －4011無法

具１
福岡県大野城市仲畑３－１０－１５〒816-0921

西　源太109049
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TEL 092-410-1209

（有）堀江工業 3,000 －4001無法

左１
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁１－３－１１－２Ｆ〒811-2309

堀江　明109051

TEL 092-841-5833

アニィホーム（株） 8,000 －4001有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区飯倉３－３８－３〒814-0161

石山　真也109052

TEL 092-942-3853

城野建装 －4001無個

建１
福岡県古賀市今の庄２－１－１０〒811-3117

城野　喜政109053

TEL 092-812-1117

（株）Ｔ・Ｒ・Ｓ 8,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市西区大字吉武３５３－１〒819-0036

井手　哲也109054

TEL 092-410-6436

（株）トモテック 20,000 －4001無法

土２建２大２左２と２石２鋼２筋２し２塗２内２解２
福岡県福岡市東区松崎１－４２－６０アンビエント松崎Ａ棟２０８〒813-0035

渡邉　智之109055

TEL 092-400-3523

（株）平山塗装店 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区南片江１－２０－１〒814-0143

平山　美幸109056

TEL 093-701-4344

（株）佐藤工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡岡垣町糠塚字牟田１０２４－１〒811-4213

佐藤　恭平109057

TEL 093-482-8338

（株）黒崎工機 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区東浜町７－２２〒806-0002

木村　憲和109058

TEL 093-618-7507

アントメンテナンスサービス（株） 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬２－５－４〒807-1261

副島　英世109059

TEL 093-681-0042

（株）優勢工業 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区陣山２－１－３〒806-0012

井手　泰輔109060

TEL 093-481-1303

荒木建設 －4008無個

大１
福岡県北九州市門司区吉志６－１２－１９〒800-0114

荒木　正登109061

TEL 093-475-2986

ＧＰ工建（株） 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区東貫１－９－２５〒800-0224

ジョバンニ　ペレスペ109062

TEL 093-883-7697

中村設備工業（株） 1,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区椋枝２－９－３〒807-1115

中村　仁109063
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TEL 0944-53-4679

（株）松尾工業 1,000 －4003無法

防１
福岡県大牟田市下白川町２－７３〒837-0928

松尾　隆司109067

TEL 0942-21-7518

（株）オムズ 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市国分町１０９４－７〒839-0863

尾村　群三109068

TEL 0942-54-9505

（株）大寿建設 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市三潴町清松３７５－１〒830-0116

古賀　裕章109069

TEL 092-641-7692

エリアデザインオフィス －4001有個

内１
福岡県福岡市東区箱崎２－１０－８－４０１〒812-0053

多賀　勝行109070

TEL 092-322-6277

石加建築工房 －4001無個

大１
福岡県糸島市泊１３５９－１〒819-1111

石加　孝仁109071

TEL 092-861-3399

（株）穴井工務店 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区南片江６－１－５〒814-0143

穴井　良雄109072

TEL 092-405-2171

丸目建築 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡宇美町明神坂３－３－３７〒811-2122

丸目　武志109073

TEL 092-935-2416

ノボル建設（株） 5,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市早良区田村７－２４－８－２Ｆ〒814-0175

登　安則109075

TEL 0944-76-5657

進成建設（株） 5,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾７０８－２〒839-0253

松尾　正貴109078

TEL 0944-32-9640

（株）ア－ルテック 10,000 －4003無法

土１と１解１
福岡県みやま市高田町下楠田１４８８－２〒839-0221

藤好　流太109079

TEL 0948-28-6943

（株）トリオ電工 8,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市下三緒３５－３０７〒820-0012

長尾　栄治109080

TEL 093-434-9440

（株）洸成 10,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県京都郡苅田町大字馬場４９４－６〒800-0362

平井　雅崇109081

TEL 0948-43-4343

（株）豊真建設 5,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市長尾１２８１－１〒820-0701

合谷　龍二109082
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TEL 092-522-3330

（有）リード・クリエーション 4,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区高宮３－１１－８〒815-0083

荒井　護109085

TEL 093-383-7108

江本産業 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉南区下吉田３－２９－１〒800-0203

江本　洋二109086

TEL 093-962-7502

（株）西川ルーフ工業 3,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区石田町５－４８〒802-0838

西川　和男109087

TEL 0940-42-3267

（株）福電工 5,000 －4008無法

電１
福岡県福津市八並１５５５－４〒811-3209

福　星児109088

TEL 093-591-7317

友栄機工（株） 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区高峰町１６－１〒803-0826

杉山　聡109090

TEL 092-408-3471

シンワライズ（株） 5,000 －4011無法

絶１
福岡県太宰府市国分１－１０－２２〒818-0132

百田　浩幸109091

TEL 092-710-3013

永田昇降機 －4011無個

機１
福岡県那珂川市片縄北４－１３－１７〒811-1203

永田　聡109092

TEL 092-588-2111

サン工業（株） 5,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市仲畑１－１６－５〒816-0921

須川　　孝109093

TEL 0947-23-0870

古川建設 －4009無個

建１
福岡県田川市大字夏吉４２８８－１〒825-0004

古川　聡明109094

TEL 0947-44-2240

田川産業商事（株） 10,000 －4009有法

左１石１
福岡県田川市大字弓削田１９２４〒826-0041

行平　信義109095

TEL 092-932-0710

（株）石田電設 5,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１２０８－１０〒811-2114

石田　博文109096

TEL 029-807-2400

（株）アート建築工房 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区周船寺３－１９－１０〒819-0373

佐熊　智明109098

TEL 0948-43-1268

酒巻組 －4010無個

大１
福岡県嘉麻市平１４１４〒820-0203

酒巻　和幸109099
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TEL 0947-44-7850

（株）弘・建築工房 6,000 －4009無法

建１
福岡県田川郡川崎町大字田原１６３５〒827-0004

縄田　弘康109100

TEL 0949-52-7977

祝井塗装 －4004有個

大１左１と１塗１防１内１
福岡県直方市大字感田２２４９－３〒822-0001

祝井　憲幸109101

TEL 0979-83-0194

（株）和才建設 8,000 －4005有法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県築上郡吉富町大字別府８２－７〒871-0823

和才　美智雄109104

TEL 093-451-2536

幸博建設（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１解１
福岡県北九州市小倉南区徳吉東１－１５－２９〒803-0277

大井　幸博109107

TEL 0944-53-8667

廣栄建設 －4003無個

大１
福岡県大牟田市飯田町１０－２〒836-0087

松田　正廣109108

TEL 092-202-1853

（株）翔建装 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区石丸３－３２－９〒819-0025

坂根　照政109111

TEL 092-291-8801

（株）ジーエー・タップ 35,000 －4001有法

鋼１内１
福岡県福岡市博多区中洲５－１－２２松月堂ビル３階〒810-0801

野田　結　子109112

TEL 092-931-3020

（有）Ｓａｋａｅ 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町戸原西４－２－１５〒811-2319

財津　正明109113

TEL 0940-39-3985

山﨑工務店 －4008無個

土１建１と１管１解１
福岡県宗像市徳重１７７－１〒811-4164

山﨑　慎太郎109115

TEL 093-883-8081

（株）中信電工 1,000 －4008無法

電１通１消１
福岡県北九州市八幡西区幸神４－４－１０〒806-0005

海野　信也109116

TEL 093-602-3020

平山苓州園 －4008無個

土１園１
福岡県北九州市八幡西区三ツ頭２－１６－１５〒807-0878

平山　知生109117

TEL 093-243-2660

（有）八大鋼業 3,000 －4008有法

鋼１
福岡県中間市大字中底井野六反田１－１２〒809-0002

石原　一伸109119

TEL 093-693-1151

（株）ニコウ 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区浅川学園台２－６－１９〒807-0871

中西　享嗣109121
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TEL 0944-32-9941

瑛巧住宅工房 －4003無個

建１大１内１
福岡県大牟田市中町２－３－１２〒836-0013

西野　秀一109122

TEL 093-964-0636

（株）生田設備 2,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区石田町４－２３〒802-0838

生田　昌弘109126

TEL 0947-73-2498

重石工務店 －4009無個

建１左１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１０６６－１１〒827-0003

重石　千秋109127

TEL 0942-21-2688

（株）光州斫り工業 5,000 －4002無法

と１解１
福岡県久留米市上津町２０７２－１７２〒830-0052

齊藤　光広109128

TEL 0942-21-1357

（株）成田建設 5,000 －4002無法

土１建１と１舗１解１
福岡県久留米市国分町８２７－３〒839-0863

成田　勝109129

TEL 092-596-6040

斉藤工業 －4011無個

内１
福岡県大野城市月の浦１－４－５〒816-0983

斉藤　浩二109130

TEL 093-482-5270

（株）Ｏｎｗａｒｄ 5,000 －4008無法

土１管１鋼１水１
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町２－４〒807-1114

白石　久美109131

TEL 093-293-0616

（株）ＫＯＹＡＭＡ 5,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡遠賀町老良３５０－１７〒811-4311

小山　才藏109132

TEL 0947-44-2910

野中硝子 －4009無個

ガ１具１
福岡県田川市大字川宮１２３３－７〒826-0042

野中　聖次109133

TEL 0949-22-4880

（株）竹下設備 5,000 －4004無法

管１
福岡県直方市大字植木１４３１－３〒822-0031

竹下　晋太郎109134

TEL 092-328-2879

志摩造園土木 －4001無個

園１
福岡県糸島市志摩芥屋３２８８－２６１〒819-1335

山本　学109137

TEL 092-292-4200

（株）エイトライン 5,000 －4001有法

管１水１
福岡県福岡市博多区堅粕４－１４－２２－４０５〒812-0043

八木　友久109138

TEL 092-409-3316

（株）エネット 5,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市東区土井１－２１－７〒813-0032

立尾　広幸109139
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TEL 093-701-9797

（株）さとでん 1,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡岡垣町戸切１９－３〒811-4222

佐藤　玄治109140

TEL 0948-72-4227

瀧本電気 －4010無個

電１
福岡県飯塚市大分１３７０－２８〒820-0712

瀧本　伸也109142

TEL 092-503-3007

（有）ＴＫＣ 3,000 －4011有法

機１
福岡県大野城市大城５－１－１６〒816-0911

田中　寿一109143

TEL 092-408-8685

（株）共栄 5,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市御笠１－６－５０〒818-0110

西山　雄一109144

TEL 092-952-0482

髙倉住建 －4011無個

大１
福岡県那珂川市片縄北３－１－２４〒811-1203

髙倉　郁109145

TEL 092-936-7567

（有）アサヒ産業 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡志免町南里４－８－２２〒811-2207

久保山　昭則109146

TEL 092-292-9930

（株）三明 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区多の津５－１２－６〒813-0034

井樋　忠則109147

TEL 092-408-9681

（株）デンショウ 5,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市国分１－１９－３４〒818-0132

村上　研作109148

TEL 092-502-3498

（有）セイブコア 3,000 －4011無法

建１大１屋１電１タ１内１
福岡県大野城市東大利１－８－９〒816-0941

内田　武志109149

TEL 092-573-5562

（株）エフームプラン 3,000 －4011有法

建１内１
福岡県大野城市東大利３－３－１１〒816-0941

南里　和俊109150

TEL 0943-23-4118

丸谷商事 －4007無個

土１と１管１舗１水１
福岡県八女市本町５６８－１〒834-0031

谷川　和子109151

TEL 092-432-1700

（株）タクト 6,150 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区竹下１－１１－１２〒812-0895

岩下　斉昭109153

TEL 092-521-1169

（株）Ｇｏｏｄホームデザイン 8,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市中央区平尾４－２－１９ステージア平尾１Ｆ〒810-0014

谷﨑　誠109154
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TEL 092-332-7872

（株）ケーシーエージェント 1,000 －4001無法

建１内１
福岡県糸島市高田１－８－８－１０１〒819-1102

吉塚　昌勝109156

TEL 0979-83-3741

荻野電気工業所 －4005有個

電１
福岡県豊前市大字八屋１８８９－６〒828-0021

荻野　清109157

TEL 093-701-7184

（株）ＳＯＵＫＥＮ 10,000 －4008無法

建１大１と１塗１解１
福岡県中間市長津１－９－７〒809-0036

平嶋　勝己109158

TEL 0940-33-2408

（株）井上工業 1,000 －4008無法

と１鋼１機１
福岡県宗像市須恵３－１７－６〒811-3405

井上　智之109159

TEL 0946-24-0555

（有）新浜産業 3,000 －4006無法

土１と１舗１
福岡県朝倉市甘木１２３３－１〒838-0068

植田　ひと美109160

TEL 0944-31-5224

（株）光陽 5,000 －4003無法

土１と１舗１し１塗１水１解１
福岡県大牟田市手鎌１０７７－１〒836-0004

古川　欽也109161

TEL 092-571-5869

（株）芳野造園土木 5,000 －4011無法

土１園１
福岡県春日市上白水８－１９０〒816-0844

芳野　秀樹109163

TEL 092-918-1545

（株）伍代産業 10,000 －4011無法

土１建１と１石１屋１鋼１舗１し１板１塗１水１
福岡県筑紫野市大字永岡９２０－１〒818-0066

田中　勇109164

TEL 092-555-4342

（株）アタック設備 5,000,000 －4001無法

土１建１管１
福岡県福岡市南区老司３－１６－１〒811-1346

新名　忠男109165

TEL 092-805-1444

パシオン（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区今宿１－４－５〒819-0167

吉田　健一109166

TEL 0948-57-1416

（有）有馬クレーン 3,000 －4010無法

と１
福岡県嘉麻市中益３９６－１〒820-0303

有馬　武文109167

TEL 093-861-0939

（株）酒井電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区丸町２－５－６〒804-0052

酒井　要109169

TEL 092-573-2329

（株）サンメタル 10,000 －4011無法

板１
福岡県大野城市仲畑２－１２－５〒816-0921

西田　洋一109171
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TEL 092-324-6730

ＪＩＪＩ －4001無個

建１
福岡県糸島市本９１３〒819-1151

坂神　修三109173

TEL 092-751-6660

松隈塗装店 －4001無個

塗１
福岡県福岡市中央区天神４－１－２９第５明星ビル５階〒810-0001

松隈　雄二109174

TEL 0944-72-1220

祐倖建設（株） 10,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市矢留本町３７７－８〒832-0056

野口　幸希109175

TEL 0948-22-8646

飯塚ガス（株） 50,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市横田６７７－２〒820-0044

岡部　透109176

TEL 0946-24-6161

（株）前田設備商会 10,000 －4006無法

土１管１
福岡県朝倉郡筑前町弥永１０６４〒838-0811

前田　智宣109177

TEL 093-434-2757

（有）島津工業所 10,000 －4005有法

鋼１機１
福岡県京都郡苅田町磯浜町２－４－１４〒800-0313

白川　睦109179

TEL 0949-29-0558

（株）プロフィット 5,000 －4004有法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字感田１９３１－３〒822-0001

小野　由美109180

TEL 092-710-1395

（株）荒井建設 5,000 －4011無法

建１大１
福岡県春日市桜ヶ丘８－１００－２〒816-0872

荒井　賢一109181

TEL 0944-85-7813

明進工業（株） 3,000 －4003無法

と１管１鋼１塗１機１水１消１
福岡県大牟田市天領町１－２８７－１〒836-0054

十時　綾109182

TEL 0930-25-1575

（株）ＫＥＮＳＨＩＮ 2,000 －4005有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１塗１防１内１園１具１水１解１
福岡県京都郡苅田町大字与原１１８１－１〒800-0323

松下　宗文109184

TEL 092-985-0414

（株）カナエ企画 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区美野島３－６－２４〒812-0017

奥野　晋109187

TEL 092-866-1767

ナガセ電気工事 －4001無個

電１
福岡県福岡市城南区七隈２－１９－４９〒814-0133

長瀬　実109188

TEL 0944-56-1516

（株）三電 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字草木７７９－１〒837-0917

加藤　勝巳109189
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TEL 0942-47-2137

（株）宮﨑環境緑地 5,000 －4002無法

園１
福岡県久留米市草野町矢作１３１〒839-0837

宮﨑　直109190

TEL 0942-65-3093

久留米夢庭匠　庭心 －4002無個

園１
福岡県久留米市山本町豊田１３８７－５〒839-0827

今村　正寿109191

TEL 092-339-0700

城南シーリング －4001無個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糸島市美咲が丘１－１８－２３〒819-1136

中島　博光109193

TEL 092-981-2544

（株）飯野テクニカルサービス 500 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区原田１－４２－５キャンパスシティ箱崎１０２号〒812-0063

飯野　健男109194

TEL 092-407-7625

（株）山本ホーム 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区原６－１３－３〒814-0022

山本　周平109196

TEL 0947-42-5400

ＳＳ興業（株） 5,000 －4009無法

土１管１水１
福岡県田川市大字奈良１５８７－１８３〒826-0043

益田　修二109198

TEL 093-981-4387

（株）ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区浅川学園台１－２－５〒807-0871

松本　功109199

TEL 093-555-2627

（株）小組 2,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区篠﨑３－１０－８〒803-0861

小陣　剛義109200

TEL 093-512-9244

（株）改電テクノロジー 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区上富野４－３－４ＫＤＴ本社ビル〒802-0022

改田　邦義109201

TEL 092-408-2938

（株）アイ電設 1,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市紫３－７－２１〒818-0061

廣田　正一109205

TEL 092-933-6324

（株）大邦技研 100 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区寿町２－３－４〒812-0884

大部　邦昭109206

TEL 092-503-1253

（有）セイケンクリエイト 1,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市大城５－２９－８〒816-0911

吉住　政憲109207

TEL 0943-32-3370

（株）森鉄筋工業 1,000 －4007無法

筋１
福岡県八女郡広川町大字太田５１０－２〒834-0114

森　隆109208
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TEL 0944-63-3399

一竜工業 －4003無個

土１と１舗１
福岡県みやま市瀬高町下庄７７８－８〒835-0024

瀬口　修一109209

TEL 0942-80-5653

（株）大橋組 5,000 －4002無法

土１大１と１
福岡県久留米市三潴町西牟田４４７５－１１〒830-0111

大橋　敏郎109210

TEL 0948-23-6097

（株）本河住建 5,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市柏の森７５－１〒820-0011

本河　孝國109211

TEL 093-741-1393

（株）屋部工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市若松区髙須南５－５－１８〒808-0145

屋部　孝一109213

TEL 093-967-9780

ミライズクリエイト（株） 3,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉北区明和町８－１３〒802-0017

吉野　健一109214

TEL 0940-52-0297

（有）フジ興産 3,000 －4008無法

屋１
福岡県福津市津屋崎１－２０－１〒811-3304

藤井　敏彦109215

TEL 0942-32-4619

内田組 －4002無個

大１
福岡県久留米市諏訪野町２７３０－２〒830-0037

内田　吉高109216

TEL 0943-73-0540

（株）﨑野工務店 5,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市田主丸町豊城９５－１〒839-1234

崎野　徳男109217

TEL 092-781-9309

（有）ミッション 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区天神４－３－２５〒810-0001

水上　市聡109219

TEL 092-624-4760

（株）ニシトミ興産 20,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市東区松島２－１１－５７－１０６〒812-0062

福山　蔦代109220

TEL 093-663-7276

（株）北誠工業 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市八幡東区天神町２－５０〒805-0054

谷　誠109221

TEL 093-621-6853

石松　礼二 20,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区熊西２－６－５〒806-0031

石松　巧児109222

TEL 093-472-9375

（有）広瀬建設 10,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区沼新町２－１３－２０〒800-0218

廣瀬　千代喜109223
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TEL 093-701-7103

辰義工業（株） 7,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市若松区響町１－１２２－９〒808-0021

岩永　儀彦109224

TEL 0949-28-7158

（有）栄技研 3,000 －4004無法

電１
福岡県直方市知古１－８－６〒822-0022

古賀　雄一109225

TEL 0947-26-1544

中村総建 －4009無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県田川郡糸田町３０４２－２〒822-1300

中村　司郎109226

TEL 0930-56-1999

のぶづか住宅産業（有） 8,000 －4005有法

土１建１
福岡県築上郡築上町大字椎田７９２－１〒829-0301

川﨑　五郎109227

TEL 0942-48-1522

（株）マトイ工業 5,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市梅満町１６２４－１〒830-0048

広瀬　綾子109229

TEL 0943-23-5061

（株）イーホーム 5,000 －4007無法

建１
福岡県八女市馬場３１－２〒834-0023

江田　寛章109230

TEL 0944-52-2779

伊東空調設備 －4003無個

管１
福岡県大牟田市歴木１５１９－４〒837-0924

伊東　義一109231

TEL 0930-28-8296

（株）トレス 5,000 －4005有法

土１と１管１舗１し１水１解１
福岡県行橋市大字辻垣１３３－１〒824-0028

黒木　圭109232

TEL 092-402-3155

（株）エフテック 10,000 －4001有法

タ１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－２３－４〒812-0011

古澤　豊109233

TEL 092-804-0040

（株）協和ジャパン 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区内野８－１６－５５〒811-1123

菊池　理昭109234

TEL 092-622-1815

宮本組 －4001無個

大１
福岡県福岡市東区松田３－１７－７－１２０１〒812-0064

宮本　勝典109235

TEL 092-567-9405

（株）ＤＳＫ 2,500 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区柏原３－２８－５〒811-1353

山口　浩109236

TEL 092-410-9555

（株）シンセイ技建 9,600 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区美和台１－３７－１〒811-0212

岡村　伸109237
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TEL 092-210-6183

（株）アイプランニング 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区日佐３－３２－１１〒811-1313

井手　愛109239

TEL 092-287-4927

野村組 －4011無個

大１
福岡県那珂川市大字山田１５２－１１０〒811-1244

野村　公典109240

TEL 093-452-3319

（株）佐々木エンタープライズ 1,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉南区徳吉東２－９－３５〒803-0277

佐々木　昌隆109241

TEL 093-202-2091

（株）サンエイ 5,000 －4008無法

土１と１鋼１塗１防１
福岡県遠賀郡水巻町下二西２－５－７〒807-0052

永山　栄済109242

TEL 092-673-0401

（株）小山千緑園 30,000 －4001有法

土２と２園２
福岡県福岡市東区若宮５－９－８〒813-0036

小山　徹志109244

TEL 092-932-4835

柴田空調 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字新原３９３－１〒811-2111

柴田　博文109245

TEL 092-327-1763

三角建設（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市志摩初７３－６〒819-1312

三角　隆司109248

TEL 092-812-4151

（株）義建 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区戸切３－２７－２４〒819-0032

西嶋　義也109249

TEL 092-834-8588

（株）龍設備工業 20,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市西区大字田尻２６７０番地１〒819-0383

末永　龍麻109250

TEL 0946-21-3390

（株）柴田設備 3,000 －4006無法

土１管１水１
福岡県朝倉郡筑前町高上５５９－４〒838-0822

柴田　栄治109252

TEL 092-571-0356

一木組 －4001無個

大１
福岡県福岡市博多区昭南町１－４－２４〒812-0876

一木　弘徳109253

TEL 092-596-9473

（株）サンシステム福岡 10,000 －4011有法

管１
福岡県大野城市月の浦４－２３－１４〒816-0983

藤野　康109254

TEL 0942-36-6722

（有）ディンプル 5,000 －4002有法

管１
福岡県久留米市梅満町１６５３－１〒830-0048

末安　日出章109255
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TEL 0942-78-3473

中野組 －4002無個

大１
福岡県久留米市北野町大城１０８４－５〒830-1104

中野　広治109256

TEL 092-400-5993

（株）旭造園 5,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区今津２０３２〒819-0165

楢﨑　勝生109257

TEL 092-934-3221

エスケイ・クール空調設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町貴船５－１１－４〒811-2131

工藤　誠樹109258

TEL 092-952-4703

（株）大賀組 5,000 －4011無法

大１
福岡県那珂川市成竹１０５３－３〒811-1235

大賀　展喜109259

TEL 0940-38-0111

（株）宗建 5,000 －4008無法

土１鋼１
福岡県宗像市徳重５４２－３〒811-4164

片山　孝109260

TEL 0940-55-5505

米石（株） 3,000 －4008有法

建１石１防１
福岡県福津市津屋崎３－１５－２２〒811-3304

米倉　一成109261

TEL 0948-24-2929

（有）白神組 5,000 －4010有法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県飯塚市上三緒５７４－４〒820-0013

白神　久109263

TEL 0948-43-4402

（株）明亜 2,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市大日寺１９４－１〒820-0046

松岡　亜希人109265

TEL 093-436-3955

（株）西日本ホーム 1,000 －4005無法

建１
福岡県京都郡苅田町大字尾倉４３４３番地１６〒800-0353

有田　勉109267

TEL 092-631-7078

（株）ＩＥＣ 5,000 －4001有法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区堅粕１－１－２（６－１６）〒812-0043

萩原　龍次109268

TEL 092-551-3637

（株）ＲＥＵＳＳＩＲ 500 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区長住４－１５－１〒811-1362

福井　嘉徳109269

TEL 0944-63-2015

（株）カノ建設 5,000 －4003無法

大１
福岡県みやま市瀬高町小田１４７２〒835-0002

鹿野　恒樹109271

TEL 092-555-4387

（株）宮原防災 2,000 －4011無法

消１
福岡県筑紫野市大字原１４２－９〒818-0005

宮原　宣明109273
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TEL 092-558-2984

（株）神川建設 2,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市博多区浦田１－５－１９－１〒812-0861

神川　哲也109274

TEL 092-692-9515

西日本パネル工業（有） 3,000 －4001有法

土１建１大１屋１管１タ１鋼１内１
福岡県糟屋郡粕屋町酒殿１－９－１３〒811-2303

日髙　史洋109275

TEL 093-513-6556

（有）クリーンズ 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区小文字１－２－３４〒802-0037

石松　賢一109276

TEL 093-642-2924

（株）西善建設 5,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－１１－２〒806-0066

西本　竜也109277

TEL 093-201-3214

宿里組 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県遠賀郡水巻町鯉口７－１５〒807-0047

宿里　厚介109278

TEL 093-246-5757

（株）ＳＴマシナリー 1,000 －4008有法

タ１鋼１
福岡県中間市土手ノ内１－１１－６〒809-0033

井川　真吾109279

TEL 0946-21-2629

ＳＨＯ－ＫＥＮ －4006無個

大１
福岡県朝倉市柿原８００　サンパーク朝倉１０２号〒838-0026

青栁　将太109280

TEL 0946-22-2377

（株）ヨシヅカ 10,000 －4006有法

内１
福岡県朝倉市堤８６０－４〒838-0062

吉塚　英夫109281

TEL 0947-72-4784

小松興業 －4009無個

土１
福岡県田川郡川崎町大字川崎８０７－１７〒827-0003

小松　孝一109282

TEL 0948-80-1242

（株）クラシアホーム 5,000 －4010無法

建１大１
福岡県飯塚市下三緒１２３－２〒820-0012

畑迫　春希109283

TEL 0948-43-8372

（株）吉村組 1,000 －4010無法

土１大１と１
福岡県嘉麻市飯田１３－４〒820-0501

吉村　芳幸109284

TEL 0942-41-9797

（有）インペック 3,000 －4002無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市合川町１５６－１〒839-0861

髙木　美登利109286

TEL 0942-80-0317

Ｋａｉｋｏｇｙｏ －4002無個

と１
福岡県久留米市三潴町西牟田４３９０－５〒830-0111

甲斐　正人109287



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1195頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-577-9010

伊戸川重建（株） 5,000 －4011有法

土１と１鋼１舗１し１
福岡県春日市昇町７－１２〒816-0851

小寺　耕三109288

TEL 092-982-8807

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ（株） 6,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区室見が丘２－１８－１〒819-0030

荒木　秀胤109289

TEL 092-565-0902

新開設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区花畑２－４６－１１－１〒811-1356

新開　洋一郎109290

TEL 092-942-4868

Ｋ建設 －4001無個

大１
福岡県古賀市花見南２－６－６〒811-3111

山口　恵司109291

TEL 092-409-8768

（有）シティ警備 3,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区松島１－２８－３６〒812-0062

花山　秀夫109292

TEL 092-873-0752

（株）片原工業 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区次郎丸１－２３－１〒814-0165

片原　寛之109293

TEL 092-804-3450

（株）武末設備 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区大字西９６０〒811-1131

武末　健次109294

TEL 092-323-8585

ペイントプランニング（株） 50,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糸島市大門５２－１〒819-1564

牛嶋　秀明109295

TEL 092-891-5570

アイル（株） 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市西区大字下山門１７１８－５９〒819-0052

北里　健二109296

TEL 093-291-5525

（株）林建設工業 8,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津１５３５－１〒811-4341

林　正明109298

TEL 093-481-3372

（株）ＭＯＴＯＳＥＴＳＵ 5,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市門司区恒見町２４－４７〒800-0116

本村　修109299

TEL 0946-52-1362

永井土木（株） 10,000 －4006無法

土１舗１水１
福岡県朝倉市石成４６２－２〒838-1317

永井　健二109300

TEL 092-287-8890

（株）ユリム 500 －4011無法

管１
福岡県春日市星見ヶ丘５－１１９〒816-0849

児嶋　佑介109301



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1196頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-926-0701

（有）カルストーン産業 3,000 －4011無法

土１管１
福岡県筑紫野市原田３－１８－２〒818-0024

白石　裕典109302

TEL 092-592-4763

（有）玉土建 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市博多区麦野１－１０－７〒812-0882

水玉　進109303

TEL 092-807-6746

東工務店 －4001無個

大１
福岡県福岡市西区今津１４２－１０〒819-0165

東　昭利109304

TEL 092-612-1225

（株）武田工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区多の津４－５－１２ＬＩＺビル２階〒813-0034

中野　伸介109305

TEL 092-806-0106

青柳鉄工建設（株） 10,000 －4001有法

建１鋼１
福岡県福岡市西区今津４７９８－２５６〒819-0165

青柳　武彦109307

TEL 0949-22-6614

石井建匠 －4004無個

建１
福岡県直方市大字下境１４７０－１〒822-0007

石井　克幸109308

TEL 092-409-3558

（株）輝栄工業 3,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市東区松田３－７１５〒812-0064

仁平　輝正109309

TEL 092-931-1331

（有）ｋａｗａｓａｋｉ 3,000 －4001有法

内１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘２－５－１６〒811-2108

河﨑　憲一109310

TEL 092-862-1496

（株）坂田組 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市城南区長尾５－５－２－３０５〒814-0123

坂田　輝士109311

TEL 093-931-0001

テレコム九州（株） 3,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市小倉南区下城野３－６－１５－１０〒802-0804

村山　之崇109312

TEL 093-645-4514

　田工業（株） 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－１－２７－１０１〒806-0045

吉田　和義109313

TEL 092-572-6684

（株）司電業 5,000 －4011無法

電１
福岡県春日市平田台４－３－１〒816-0812

八尋　孝司109314

TEL 092-775-1396

（株）Ｋ－ＴＥＣ 5,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区諸岡４－３４－６〒812-0894

片山　星大109315



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1197頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-43-8567

大熊組 －4010無個

大１と１
福岡県嘉麻市漆生２３０５－２〒820-0201

大熊　隆志109316

TEL 092-566-2806

エムワン工業（株） 8,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区花畑３－２５－１６〒811-1356

宮川　一矢109318

TEL 092-844-0577

（株）リアンナ 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区荒江１－３５－６Ｕハイムマツマル１Ｆ〒814-0101

庄野崎　愛子109319

TEL 092-885-1039

プリズマテック －4001無個

内１
福岡県福岡市西区生の松原１－２０－２６－６０２〒819-0055

島田　佳文109320

TEL 0947-22-9015

中村工務店（株） 5,000 －4009無法

建１
福岡県田川郡福智町金田１０６０－６〒822-1201

中村　陽太109321

TEL 093-244-5155

（株）石田鉄工 1,000 －4008無法

鋼１
福岡県中間市中央２－６－１７〒809-0030

石田　秀人109322

TEL 092-586-0208

（株）エヌ・テック 1,000 －4011有法

建１左１と１タ１塗１防１内１
福岡県春日市昇町１－２７〒816-0851

長雄　聡109323

TEL 092-407-5676

（株）中野工業 2,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市西区姪浜駅南４－８－１９〒819-0006

中野　剛109325

TEL 092-608-7371

井上設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市東区三苫６－１５－２４〒811-0201

井上　末雄109328

TEL 092-271-4780

（株）福岡大洋工芸 20,000 －4001有法

建２と２内２
福岡県福岡市博多区中呉服町２－３〒812-0035

福田　二三夫109329

TEL 092-201-2071

（有）インパクト 3,000 －4001無法

建１と１解１
福岡県福岡市東区土井２－１９－１３〒813-0032

小石　智109330

TEL 093-980-1552

（株）春光 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区弁天町８－１１－１０１〒803-0856

春本　幸一109331

TEL 0943-42-0269

（有）椿原住宅設備 5,000 －4007有法

土１管１水１
福岡県八女市黒木町黒木８３－１〒834-1217

椿原　淳109332



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1198頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-22-2378

（株）ゆうきホーム 1,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市相田１２４４－２〒820-0052

岩田　宗一朗109333

TEL 0943-72-4758

（株）エヌ・シー 10,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市田主丸町田主丸６４０－１〒839-1233

毛利　正博109335

TEL 092-595-5780

（有）春日冷設 3,000 －4011無法

電１管１
福岡県大野城市平野台４－３２－３〒816-0975

宿利原　徳男109336

TEL 092-292-7818

（株）シュウエイ技研 5,000 －4001有法

土１と１石１舗１し１園１水１
福岡県福岡市博多区月隈１－２９７－５〒812-0858

藤尾　栄司109337

TEL 092-862-6399

颯設備システム（株） 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区野茶７－２－４６〒814-0171

小野　邦雄109338

TEL 092-408-8970

（株）白戸設備 5,000 －4001無法

土１と１管１鋼１舗１水１
福岡県福岡市南区桧原７－２３－１７〒811-1355

白戸　茂男109339

TEL 092-717-1361

（株）ＧＴＳ 6,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区舞鶴３－７－１３〒810-0073

石田　康一郎109340

TEL 0946-42-8377

やました重設（株） 5,000 －4006有法

機１
福岡県朝倉郡筑前町安野１０３－１〒828-0213

山下　久喜109341

TEL 093-873-0235

大機 －4008無個

機１
福岡県北九州市戸畑区丸町３－２－７〒804-0052

大山　聖二109343

TEL 0940-42-2228

（株）松本土木 1,000 －4008無法

土１と１
福岡県福津市上西郷５８１〒811-3207

松本　正昭109344

TEL 093-701-0175

鍋倉工務店 －4008無個

建１大１
福岡県北九州市若松区畠田１－１５－２７〒808-0104

鍋倉　英二109345

TEL 092-521-0761

八洲産業（株） 80,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市南区大楠２－９－１４〒815-8529

髙椋　正年109346

TEL 093-571-2281

（株）是永商会 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉北区西港町８９－１〒803-0801

是永　美惠109349



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1199頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-742-1170

髙成工業（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区大字蜑住１７０１－４〒808-0122

髙石　毅109350

TEL 093-293-1711

たから造園 －4008無個

土１園１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎１５７０－１〒811-4342

高良　昌明109351

TEL 0947-44-7451

エスワイ建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川市大字夏吉９０７－３〒825-0004

佐々木　博文109352

TEL 0944-86-2641

（株）カネ健 500 －4003無法

建１内１
福岡県大川市大字大橋１３－１〒831-0021

村石　武應109353

TEL 092-596-3930

ＭＡＫＯＴＯエレベーター －4011無個

機１
福岡県大野城市牛頸４－２－５〒816-0971

福田　誠109354

TEL 092-585-0420

ナブラエンジニアリング（株） 5,000 －4011無法

内１
福岡県春日市白水ヶ丘５－９７〒816-0845

式田　雄二109355

TEL 092-984-1445

政電工（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区今宿青木１０４７－１６〒819-0162

伊藤　義貴109357

TEL 092-753-6817

（株）ＥＰＩ 5,000 －4001無法

建１と１鋼１内１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－１２－７０７〒810-0004

上原　康照109359

TEL 092-775-8711

ラ・ヴェリタ（株） 8,880 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区港１－２－１８－５０１〒810-0075

二宮　誠109360

TEL 093-616-8540

（株）アクアプランナー 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区香月西２－３－２９〒807-1103

串田　政弘109363

TEL 093-451-5350

（有）ナカタニ厨設 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区徳吉西２－７－９〒803-0278

中谷　明109364

TEL 0949-24-0515

（株）尾山建設 8,000 －4004有法

建１
福岡県鞍手郡小竹町大字赤地１７５８－５〒820-1102

尾山　幸男109366

TEL 0979-72-2725

（有）信成総建 3,000 －4005無法

と１
福岡県築上郡上毛町大字成恒６７２－１２〒871-0901

恒成　修一109368



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1200頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-29-5222

（株）川本工業 5,000 －4010無法

土１建１と１タ１鋼１舗１塗１水１
福岡県飯塚市伊岐須７８５〒820-0053

川本　加代109369

TEL 0944-85-8023

佐藤塗装工業 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市大字白銀６８９－６〒837-0912

佐藤　清次109370

TEL 0943-24-4743

（株）吉田ボーリング工業 5,000 －4007無法

土１と１管１井１水１
福岡県八女市本町３６０－１－２〒834-0031

吉田　陽一109372

TEL 092-403-1281

（株）香月産業 5,000 －4006無法

板１
福岡県朝倉郡筑前町朝日字上ノ原６２７－４〒838-0227

香月　和也109373

TEL 0948-21-8787

（株）九州イーエムアイ 9,300 －4010有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県飯塚市平恒４３２－５〒820-0073

竹上　昌宏109374

TEL 092-323-1023

美創 －4001無個

塗１
福岡県糸島市篠原西１－１－１〒819-1129

桐谷　知之109376

TEL 092-283-3902

（株）白水建装 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区冷泉町７－２４〒812-0039

白水　正治109377

TEL 092-934-3361

（株）創建 1,000 －4001無法

板１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５－１２－５〒811-2126

松田　真理109379

TEL 093-482-7838

（株）小島工業 5,000 －4008有法

と１電１解１
福岡県北九州市門司区吉志１９７－２〒800-0114

小島　和久109380

TEL 093-981-0236

（株）松岡工務店 3,000 －4008無法

土１と１管１
福岡県遠賀郡水巻町吉田東１－１０－３４〒807-0045

松岡　太郎109381

TEL 093-562-7032

（有）直光コーポレーション 3,000 －4008有法

土１と１管１舗１機１
福岡県北九州市小倉北区西港町９１－７〒803-0801

山田　直紀109382

TEL 0949-23-2811

（株）かね萬 10,000 －4004有法

建１内１
福岡県直方市知古柳原７９８－１〒822-0022

赤松　勝治109383

TEL 092-576-9907

ＭＤＲ（株） 5,000 －4011無法

防１
福岡県春日市岡本１－６９〒816-0861

中村　明治109385



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1201頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-707-5016

三徳屋建設（株） 500 －4001無法

土１と１石１舗１し１解１
福岡県福岡市南区柏原２－４－１６〒811-1353

三德屋　将一109386

TEL 0942-52-7986

（株）丸欣 5,000 －4007無法

土１と１解１
福岡県筑後市大字志９〒833-0017

坂田　欣士郎109387

TEL 0944-32-0606

池田板金工業所 －4003有個

屋１板１
福岡県三潴郡大木町横溝２０７１〒830-0405

池田　正勝109388

TEL 093-967-6965

ハジメ電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区長尾４－３－１１〒803-0274

境目　和行109389

TEL 093-616-1945

（株）岩永工業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区夕原町１２－２〒807-0813

岩永　武士109390

TEL 092-938-7108

（有）保守テクネット 3,000 －4001有法

電１通１
福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈２３３－１０Ｂ－１０５〒811-2302

阿南　陽一109391

TEL 092-585-1180

（株）ＮＳＫメンテナンス 3,000 －4001有法

土１建１と１石１電１管１鋼１舗１し１水１消１解１
福岡県福岡市博多区井相田１－１０－１－１０３〒812-0881

山本　勝志109392

TEL 092-883-3824

インテリア桑原 －4001無個

内１
福岡県福岡市西区下山門４－１３－１２〒819-0052

桑原　昭109394

TEL 092-804-5941

（株）ＭＩＹＡ建設 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市早良区重留７－１３－２２〒811-1101

石野　健次109396

TEL 093-381-7246

（有）エム・エー・シー・門司アート 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市門司区大里桃山町６－２１〒800-0033

岡田　修幸109398

TEL 093-962-6719

ＳＧＣ（株） 6,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－２０－３４〒802-0821

松島　孝好109399

TEL 093-961-3931

（有）シィシィアイ 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－６－３１－１０１〒802-0821

藤本　啓二109401

TEL 092-846-9788

（株）大塚工業 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区飯倉２－２７－１９－１０３〒814-0161

廣谷　久儀109404



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1202頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-608-5127

松永工業 －4001無個

筋１
福岡県福岡市東区和白東１－１－１－７０２号〒811-0214

松永　圭109405

TEL 092-503-6563

國武板金 －4011無個

屋１板１
福岡県大野城市乙金東２－２３－１５〒816-0901

國武　照男109407

TEL 093-552-3110

（株）井筒屋 10,532,168 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区船場町１－１〒802-8511

影山　英雄109409

TEL 093-776-7628

（株）ヒグマ 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区大膳２－１３－３０－２０１〒807-0863

日隈　敏美109410

TEL 0949-26-5025

（株）ウィッシュ 3,000 －4004無法

具１
福岡県直方市大字上頓野４７７７－５〒822-0003

佐々木　成恭109411

TEL 092-588-3507

（有）西日本ネットワーク 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区西月隈６－１－１４〒812-0857

坪井　隆英109412

TEL 092-431-4909

（有）四宮梱包 3,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－２－４１〒812-0896

四宮　和裕109413

TEL 092-980-7785

（株）Ｏ．Ｋシーリング 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区内野１－２４－１〒811-1123

門之園　修109416

TEL 092-522-8913

中川組 －4001無個

大１
福岡県福岡市中央区小笹５－１４－１０〒810-0033

中川　純一109417

TEL 092-831-7700

ＨＯＵＳＥＯＲＩＧＩＮ（株） 20,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市西区徳永北５－４〒819-0378

畑中　弘子109418

TEL 0949-32-9333

東洋コルク（株） 12,000 －4004有法

タ１内１絶１具１
福岡県宮若市四郎丸４９４－１〒823-0016

内山　兼三109419

TEL 093-632-6087

ケーライフ北九 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区引野３－１７－２２〒806-0067

梶原　秀則109420

TEL 0940-36-5634

（株）淀工業 25,000 －4008有法

板１
福岡県宗像市村山田１４３７－１〒811-3434

國分　淳一109421



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1203頁
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TEL 092-407-0511

聖コーポレーション（株） 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区大字脇山２３７９－１〒811-1111

藤本　恭仁109424

TEL 092-210-7537

（株）河野興業 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市南区花畑２－４１－２７－１０１〒811-1356

河野　敏彦109425

TEL 092-804-8802

（株）楽栄ホーム 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区早良５－１９－１３〒811-1122

黒﨑　数喜109426

TEL 092-281-5361

九州リオン（株） 90,000 －4001有法

電１機１通１
福岡県福岡市博多区冷泉町５－１８〒812-0039

大畠　久美109427

TEL 092-566-8880

（株）武松工業 1,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区太平寺町１－８－１〒811-1354

井村　武志109429

TEL 0949-26-1540

九州環境整備（株） 5,000 －4004有法

土１管１舗１水１
福岡県直方市大字上頓野２２４７－１５〒822-0003

吉尾　博行109430

TEL 0943-23-2798

杉本建設 －4007無個

建１と１屋１塗１防１内１
福岡県八女市岩崎６９６－１〒834-0062

杉本　頼章109431

TEL 0944-88-1119

（株）円 3,000 －4003無法

内１
福岡県大川市大字中八院１２５－１〒831-0013

小川　裕樹109432

TEL 0942-78-2822

（株）弓削緑建 3,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県久留米市北野町上弓削８０４－２〒830-1117

弓削　巧109433

TEL 093-202-8151

健心 －4008無個

土１と１舗１し１水１解１
福岡県遠賀郡水巻町二西４－５－１１〒807-0055

井手　健太109434

TEL 093-293-4598

木下工務店 －4008無個

と１
福岡県遠賀郡遠賀町浅木１－１８－１〒811-4312

木下　理109435

TEL 093-617-5854

内村工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区船越２－３－２５〒807-1111

内村　順一109436

TEL 092-504-3042

コミヤ塗装 －4011無個

大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１
福岡県大野城市御笠川５－７－２〒816-0912

小宮　幹雄109437



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可
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TEL 0948-25-3781

富士工務店 －4010無個

建１
福岡県飯塚市上三緒２０４－１９〒820-0013

氷室　富士男109438

TEL 092-866-4017

初村建設（株） 5,000 －4001無法

建１大１左１と１鋼１筋１塗１防１内１解１
福岡県福岡市早良区田村１－１２－２６〒814-0175

初村　伸俊109439

TEL 092-565-2357

首藤電気工事 －4001無個

電１通１
福岡県福岡市南区柏原４－４１－２９〒811-1353

首藤　健一109440

TEL 093-293-7399

山中造園 －4008有個

土１と１園１
福岡県遠賀郡遠賀町広渡１－２３－７〒811-4302

山中　実109441

TEL 0949-32-0390

篠田表具店 －4004無個

内１
福岡県宮若市長井鶴２０１－８〒823-0012

篠田　幸弘109442

TEL 0942-72-1509

吉田塗装 －4002無個

塗１
福岡県小郡市二森２５５－１０〒838-0126

吉田　登109443

TEL 092-623-5177

（株）ＴＥＲＡＳＵ 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区吉塚６－６－４３〒812-0041

松尾　照109444

TEL 092-519-6893

（株）ＪＩＫ 10,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４０１３－１〒811-2405

川原　弘道109445

TEL 0940-62-5631

（株）ＫＤＫ 5,000 －4008無法

電１
福岡県宗像市光岡５３４－１〒811-3414

古賀　智己109446

TEL 093-662-3056

（株）板垣土建 2,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市八幡東区西台良町５－６６〒805-0064

板垣　清志109447

TEL 093-201-5755

（株）裕大 3,000 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡水巻町古賀２－３－３３〒807-0012

西山　裕也109448

TEL 093-383-7431

エムプラスデザイン（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町２－１－１５－４０１〒802-0979

宮村　浩109449

TEL 092-408-1347

システムネットワークス（株） 30,000 －4011無法

建２左２と２電１塗２防２通２
福岡県筑紫野市原田５－１－２８〒818-0024

藤　修治109450



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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福岡県
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TEL 092-408-4458

（株）ｉｎｇ 1,000 －4011無法

電１通１
福岡県筑紫野市美しが丘南３－３－１－１０２〒818-0034

德田　敏和109451

TEL 092-586-8513

（有）トータルユニットブレス 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区東雲町３－４－２－２０５〒812-0871

原口　達也109452

TEL 092-807-1220

（株）ＭＡＫＩ 5,000 －4001無法

建１屋１防１
福岡県福岡市西区泉１－１０－１９〒819-0381

槇　晴彦109453

TEL 092-986-3244

中央住建（株） 5,000 －4001有法

建１屋１タ１板１防１内１具１
福岡県古賀市日吉１－３６－６〒811-3106

内之段　邦治109454

TEL 093-521-8033

（株）今浪建設工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区馬借３－３－３６－７０２〒802-0077

今浪　真之介109456

TEL 0942-27-3545

（株）にしたに建設工業 5,000 －4002無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１内１園１水１
福岡県久留米市荒木町藤田１５５７－５〒830-0064

西谷　文洋109457

TEL 092-558-0555

（株）メガテックジャパン 10,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市川久保１丁目４番９号〒816-0905

吉田　寛武109458

TEL 092-503-1007

（株）智之建 5,000 －4011無法

具１
福岡県大野城市大城３－２２－７－１〒816-0911

溝部　智之109459

TEL 0944-56-1200

（合）インテリアタケウチ 3,000 －4003無法

内１
福岡県大牟田市天領町３－２－２４〒836-0054

竹内　孝章109460

TEL 092-555-2057

（株）ｙｏｓｈｉｓｏｕｋｅｎ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区清水１－２－１６－２０７〒815-0031

青木　良美109461

TEL 092-986-3503

（株）ＴＡＧ．ＫＯ 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区皿山３－１１－８３〒811-1365

田口　貫109462

TEL 092-982-3178

小嶋工業（株） 6,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区西長住１－１０－１７〒811-1361

小嶋　義孝109463

TEL 092-566-4208

（有）飯田工務店 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市南区絵原２－１０－２３－１０３〒811-1355

飯田　秀一109464
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TEL 092-719-0617

（株）クボヤマ建設 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市東区蒲田２－１４－１〒813-0023

久保山　政隆109465

TEL 093-761-5757

（株）吉井工業 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市若松区浜町１－５－３〒808-0024

吉井　英治109466

TEL 093-695-3838

（株）桐田総合建設 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区本城３０２４－１〒807-0801

桐田　政文109467

TEL 092-924-0808

（株）福岡南原 5,000 －4011無法

と１
福岡県太宰府市大字内山４２５－１〒818-0115

小﨑　賢士109468

TEL 092-572-1273

白尾組 －4011無個

と１
福岡県春日市白水ケ丘２－１３７〒816-0845

白尾　啓幸109469

TEL 092-581-1961

西鉄電設工業（株） 93,600 －4001無法

建１電２管２消１
福岡県福岡市博多区三筑２－２０－６〒812-0887

青木　忠司109470

TEL 093-541-0864

（株）リバーフォレスト 3,000 －4008無法

内１具１
福岡県北九州市小倉北区下富野４－２０－１〒802-0023

森川　誠二109472

TEL 093-883-6003

（株）莉翔 3,000 －4008無法

建１電１管１
福岡県北九州市八幡西区割子川２－８－３１〒806-0064

松田　修弥109473

TEL 0940-37-1492

花田電気システム（株） 2,000 －4008無法

消１
福岡県宗像市日の里３－１５－２１〒811-3425

花田　靖広109474

TEL 093-451-4900

（有）宮川設備 5,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区大字母原３８７－１〒803-0187

宮川　浩二109475

TEL 0946-24-8231

ジェイプラン（株） 3,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉郡筑前町依井１６６８－２〒838-0814

山口　周平109476

TEL 0944-88-9802

東晃設備工業（株） 1,000 －4003無法

管１
福岡県大川市大字坂井６４７－１〒831-0025

東　晃109477

TEL 0942-43-6227

大洋工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市山川町７６－３〒839-0817

本村　治久109478



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-75-6667

（株）リティア．プラス 1,000 －4002有法

管１内１
福岡県小郡市三国が丘７－９〒838-0103

轟　政章109479

TEL 0942-78-3163

（株）宗和 1,000 －4002有法

土１と１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市北野町今山２４８－５〒830-1122

池田　晶109480

TEL 0942-78-5005

（株）トップモール 8,000 －4002無法

土１と１
福岡県久留米市北野町十郎丸上畑２１０７－１〒830-1121

多田　夏記109481

TEL 0942-64-2544

エガミ総建 －4002無個

建１
福岡県久留米市生岩２８６－１〒830-0113

江上　季尋109482

TEL 092-210-1405

占部設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡新宮町新宮東１－１６－１８ピュアロイアル　１０７号〒811-0124

占部　利行109485

TEL 093-571-2616

アダチ設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区堅町２－１－９－１〒803-0818

安達　浩二109486

TEL 093-616-9603

（株）タケトモ 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城３－８－２８〒807-0801

竹友　貴宣109487

TEL 093-967-6787

夏村工業（株） 7,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区下城野２－６－３０－Ａ－６〒802-0804

夏村　浩治109488

TEL 093-742-6150

住田建設工業（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区高須南１－３－４０〒808-0145

住田　隆史109489

TEL 093-452-4383

（株）フクシマ 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区大字母原３４－１－１０１〒803-0187

福島　茂109490

TEL 093-602-5138

アタリ電設（有） 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城１－９－２７〒807-0801

佐当　俊哉109491

TEL 093-221-5220

（株）静間塗装工業 5,000 －4008無法

土１と１舗１塗１
福岡県遠賀郡芦屋町正門町１－９〒807-0112

静間　敏郎109492

TEL 092-985-0011

（株）白石エンジニアリング 1,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区冷泉町６－１５－２０５〒812-0039

白石　敬策109494
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-596-3337

（株）さがでん 20,000 －4011無法

電１通１
福岡県大野城市平野台２－１８－５〒816-0972

福永　浩一109495

TEL 0943-23-3565

濱崎建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町山﨑５７７－２〒834-0081

濱崎　義弘109496

TEL 0944-74-1871

（株）濱田設備 1,000 －4003無法

土１管１水１
福岡県柳川市三橋町蒲船津５１５－１１〒832-0827

濱田　満広109497

TEL 09496-6-2014

（株）エー・アール・シー 18,000 －4010有法

土１と１
福岡県飯塚市勢田１２７９－９〒820-1111

大塚　幸樹109498

TEL 0930-32-4818

（株）加藤工務店 3,000 －4005無法

土１建１と１管１鋼１舗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町勝山大久保１２８１〒824-0801

加藤　敏109499

TEL 0942-21-6850

鹿毛電設（株） 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市国分町１５５８－５９〒839-0863

鹿毛　明彦109500

TEL 0944-33-1081

（株）西工業 1,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県三潴郡大木町大字三八松６８５－７〒830-0424

西　正男109502

TEL 092-586-7800

（株）ＯＴＫ 10,000 －4011有法

左１
福岡県大野城市乙金台２－７－１０〒816-0903

岡村　康平109503

TEL 092-954-3159

ＷｏｏｄＬｉｆｅ －4011無個

建１大１内１
福岡県那珂川市西隈１－１９－１〒811-1242

渡邉　高志109504

TEL 092-953-2539

豊栄建築 －4011無個

建１
福岡県那珂川市片縄北７－３－６〒811-1203

中島　誠二109505

TEL 092-596-1650

染原組 －4011無個

大１
福岡県大野城市上大利５－９－１８〒816-0955

染原　盛博109506

TEL 0942-27-2378

福栄 －4002無個

土１と１水１
福岡県久留米市荒木町白口２０７６－１〒830-0062

野崎　祐一109507

TEL 0944-76-0882

（株）トモゾエ建設 2,000 －4003無法

土１と１石１し１
福岡県柳川市大和町塩塚１２５－３〒839-0243

友添　茂109509
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-948-4804

（有）今泉ゼンコウ工業 3,000 －4001無法

土１と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田７６６－７〒811-2414

今泉　善光109511

TEL 092-984-1188

（株）福岡不動産 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区千早４－７－１６〒813-0044

野島　志乃109512

TEL 092-883-5920

（株）エヌテック 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市西区石丸１－１０－１０〒819-0025

塗木　文雄109514

TEL 092-651-3671

平井スポーツ建設（株） 45,000 －4001有法

土２と２鋼２舗２園２
福岡県福岡市東区箱崎１－３５－７〒812-0053

平井　秀文109515

TEL 093-244-5228

（株）コーワ 10,000 －4008無法

管１
福岡県中間市岩瀬３－１６－５〒809-0011

日渡　由浩109516

TEL 093-603-0178

（株）川原工務店 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２９５３－１〒807-0801

川原　望109517

TEL 093-482-8200

（株）ｅ－ｈｏｕｓｅ 3,000 －4008無法

土１建１と１舗１塗１防１内１解１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚２８４－１〒811-4213

松本　貴史109518

TEL 092-922-0386

（株）宮原福樹園 3,000 －4011無法

園１
福岡県太宰府市大佐野２－１４－１８〒818-0134

宮原　博幸109519

TEL 092-589-9650

永吉工務店 －4011無個

大１
福岡県大野城市若草２－１２－１〒816-0981

永吉　正志109520

TEL 092-586-7420

樋口組 －4011無個

大１
福岡県春日市春日１０－５１－２－２０７〒816-0814

樋口　弘二109521

TEL 093-701-5183

（株）シンセイ 5,000 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡遠賀町浅木３－１０－３８〒811-4312

嚴　信一109522

TEL 0944-52-8799

リュート（株） 300 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大字手鎌６６９－８〒836-0004

田口　龍祐109523

TEL 092-409-2989

（株）ＳＯＮＯ 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅前１－２９－２４〒812-0011

園田　誠司109524
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福岡県
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TEL 092-210-1336

（株）中村工業 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市中央区鳥飼３－４－２０〒810-0053

中村　英俊109525

TEL 092-541-2630

ディケイテック（株） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区樋井川３－１－３８－１０２〒814-0153

小土橋　廣美109526

TEL 093-201-0950

（株）大建 500 －4008無法

内１
福岡県遠賀郡水巻町頃末北１－６－７－２階〒807-0022

赤塚　大輔109527

TEL 092-981-3761

（株）リメックス 20,100 －4011無法

電１管２
福岡県太宰府市通古賀２－４－２１〒818-0104

田中　敏幸109529

TEL 0944-73-7563

太翔工業 －4003無個

土１と１石１
福岡県柳川市久々原３６９－２〒832-0086

太田　健一109530

TEL 0949-52-8588

（株）修徳 5,000 －4004有法

土１と１管１解１
福岡県直方市大字感田１８４２－２〒822-0001

池田　知義109534

TEL 0947-44-3650

（株）豊潤 5,000 －4009有法

土１建１大１と１屋１電１タ１舗１内１
福岡県田川市大字糒２３０３－４〒825-0005

中島　真二109535

TEL 093-231-1150

（株）創設工 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区穴生３－４－２５－２Ｆ〒806-0049

　崎　貴則109536

TEL 093-691-3311

（有）ニシケン 10,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区力丸町２３－２０〒807-0802

神谷　且広109537

TEL 093-342-9809

（株）カンモン 500 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市門司区黒川西３－１１－１０〒801-0825

高橋　博士109538

TEL 093-451-3317

（株）マジカルダイヤ 2,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県北九州市小倉南区大字市丸５８－１４〒803-0183

堀池　昌弘109539

TEL 092-215-4190

（株）タナカ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区大井２－１３－３４〒812-0001

田中　義昭109540

TEL 092-962-4656

（株）アシスト 1,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口３７５－１〒811-0102

白石　知男109541
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福岡県
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TEL 092-410-6650

朝日技建（株） 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市東区香椎駅東４－６４－４〒813-0012

早冨　勇治109542

TEL 092-504-8825

ＮＩＫ　ＫＯＧＹＯ －4001無個

左１屋１板１塗１防１
福岡県福岡市博多区東月隈５－９－９〒812-0854

中原　陽平109543

TEL 092-831-8482

（株）日和工業 1,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区曙２－６－３０〒814-0004

小野寺　隆109544

TEL 092-408-7599

（株）イーライフ 5,000 －4011有法

電１
福岡県那珂川市中原６－１－２２〒811-1213

石橋　誠司109547

TEL 092-591-6771

吉田建設 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区日佐２－１０－５〒811-1313

吉田　充109548

TEL 0979-64-8345

（株）松輝 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県豊前市大字梶屋３４２－１〒828-0041

松末　元子109549

TEL 0948-22-0888

ワイズテクニカル（株） 3,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市弁分１１８－４〒820-0088

皇浦　洋次郎109550

TEL 092-805-1870

タウンクロス（株） 13,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市西区今宿東１－１－３１－２６　グランドル－チェ駅南１階Ｂ号室〒819-0161

辻　亮太109551

TEL 092-553-9318

（有）アルワークス 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区桧原１－９－２６〒811-1355

末房　勝之109552

TEL 092-408-7271

（株）ＡＲＴＳＫＵＮＯ 8,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区大橋４－２２－７〒815-0033

久野　淳109553

TEL 092-557-9700

（株）シューテック 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区高木２－７－１１〒815-0004

栗原　秀夫109554

TEL 0942-43-5022

井本建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市高良内町４５８７〒839-0852

井本　幸助109555

TEL 0942-46-2223

（有）マテリアルグラス九州 5,000 －4002有法

ガ１
福岡県久留米市津福本町南津留２３４８－２３〒830-0047

平江　幸雄109556
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TEL 093-642-7914

（有）金松総業 3,000 －4008無法

土１と１管１鋼１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水１－８－３７〒806-0051

金松　庄一109558

TEL 092-326-5909

瀬戸資材 －4001無個

土１
福岡県糸島市二丈福井５３２２－１〒819-1631

瀬戸　秀美109559

TEL 092-943-6606

（有）ティーエス工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県古賀市筵内１６４３－３６〒811-3121

柴口　孝富109560

TEL 092-519-5489

古江組 －4001無個

大１
福岡県福岡市早良区重留４－１－１６－１〒811-1101

古江　徹郎109561

TEL 092-811-1429

トータルプランニングＮＯＭＵＲＡ －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区四箇５－１－１７〒811-1103

野村　三七三109562

TEL 092-951-0400

大前塗装工業（株） 3,000 －4011有法

塗１
福岡県那珂川市大字成竹４８２－７〒811-1235

大前　広光109565

TEL 0942-64-3875

（株）廣重工作所 3,000 －4002有法

内１具１
福岡県久留米市三潴町玉満３４００〒830-0112

廣重　常義109566

TEL 0942-27-0039

（株）秋元 1,000 －4002無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県久留米市大善寺町宮本１０７５－７〒830-0073

秋元　広勝109567

TEL 0943-22-5443

小川工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市酒井田１３７－２〒834-0042

小川　剛109568

TEL 092-611-1026

（株）近代プラント 30,000 －4001有法

電１し１機１
福岡県福岡市東区松島４－１３－１５〒813-0062

石田　保憲109569

TEL 092-661-4257

エム・池田 －4001無個

大１
福岡県福岡市東区香椎駅東３－５－２３〒813-0012

池田　広幸109570

TEL 092-752-5777

Ｏｎｅ　Ｆａｃｔｏｒｙ（株） 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区港２－３－２８－１Ｆ〒810-0075

岩下　誠109571

TEL 092-983-5903

（株）スエヒロ通信 1,000 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１２１４－５〒811-2114

末松　博也109572
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TEL 092-410-7057

（株）ノジケン 2,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口７４６－１〒811-0102

野島　秀一109573

TEL 092-841-2814

（株）荻田商業建築デザイン事務所 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区西新６－１０－１０〒814-0002

荻田　英二109574

TEL 093-961-0990

（有）樽貞商店 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区横代北町１－４－１０〒802-0821

田中　政利109575

TEL 0940-62-0651

笹見和住宅 －4008無個

建１
福岡県宗像市江口９７８－１１〒811-3502

笹見　宗弘109576

TEL 093-541-4620

（株）奥中建装 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区赤坂２－１３－５〒802-0032

奥中　弘美109577

TEL 093-654-2530

（株）ＮＴコンストラクション 10,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市小倉北区金鶏町１－２７－３０１〒803-0843

下條　孝子109578

TEL 093-701-9105

未来設備（株） 3,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡遠賀町虫生津南５－２〒811-4324

加藤　義喜109579

TEL 0943-22-2025

松門工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市忠見１２４１〒834-0014

松門　武109581

TEL 092-409-1640

（株）デノバス 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区豊１－１－２２〒811-0042

梶山　直幹109584

TEL 0930-52-2773

フォレストホーム森工務店（株） 5,000 －4005無法

建１
福岡県築上郡築上町大字弓の師２１－１２〒829-0107

森　与誉109586

TEL 093-777-1785

（株）ＫＳＯＵ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－４－１４－１００２〒806-0047

三浦　憲治109588

TEL 0949-52-6181

ヒロマサ技建工業 －4004無個

土１と１解１
福岡県直方市大字頓野２１６２－９〒822-0002

村上　勝人109589

TEL 092-511-5670

（株）福設 40,000 －4001無法

土２電２管２板２機２水２消１
福岡県福岡市南区塩原４丁目１－７〒815-0032

髙場　康一109590
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TEL 092-292-7510

（株）フェリックス 10,000 －4001有法

大１内１
福岡県福岡市博多区豊１－５－１３－１０１〒812-0042

福永　正和109591

TEL 092-292-6037

（株）空調機のホウエイ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区博多駅前５－１７－１７〒812-0016

岡　彰次郎109592

TEL 093-619-4088

シンソウ（株） 1,000 －4008無法

と１電１塗１絶１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南１－２２－２２〒807-1143

原　久美子109593

TEL 093-391-4119

（株）浅野建設 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市門司区奥田４－３－８〒800-0011

浅野　浩二109594

TEL 0942-47-0720

そえだ建設（株） 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市大橋町合楽８７９－１〒839-0832

副枝　義政109596

TEL 0942-27-7993

（株）花岡設備 2,400 －4002無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市山本町豊田４９－２〒839-0827

花岡　秀典109597

TEL 092-804-1372

（株）慎成建設 2,000 －4001有法

大１と１筋１
福岡県福岡市早良区早良７－２７－１〒811-1122

原　慎吾109598

TEL 092-558-2804

イシイ（株） 1,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市博多区月隈２－１９－１５〒812-0858

石井　義隆109600

TEL 092-407-6911

（株）サンエイプラス 5,000 －4001無法

大１左１屋１板１塗１防１内１
福岡県福岡市城南区南片江５－１８－３〒814-0143

貞方　仁史109601

TEL 0947-42-5462

（合）筑前あさひ 3,000 －4009無法

建１と１屋１鋼１板１絶１具１解１
福岡県田川市大字伊加利２０３４－１４２〒825-0001

梶原　正子109602

TEL 093-642-0064

（株）エム・シー・エス 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１機１水１
福岡県北九州市八幡西区黒﨑城石１－２〒806-0004

前田　勇人109603

TEL 092-408-4001

（合）ケイズクリエイト 3,000 －4011無法

内１
福岡県春日市昇町７－２〒816-0851

金納　光紀109604

TEL 092-292-2421

（有）丸武建設 12,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１塗１
福岡県福岡市東区多の津４－５－１３〒813-0034

藤澤　義法109605
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TEL 0946-22-1160

森川電業 －4006無個

電１
福岡県朝倉市堤８６４－２〒838-0062

森川　雄司109607

TEL 093-881-8964

北原工務店 －4008無個

左１
福岡県北九州市戸畑区福柳木２－１－１８〒804-0025

北原　祐二109608

TEL 092-832-6018

銀河コーポレーション（株） 5,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市早良区有田２－１－１０〒814-0033

黒田　健太郎109609

TEL 092-592-4819

（有）立石シーリング 3,000 －4001無法

防１内１
福岡県福岡市南区弥永２－４－１９〒811-1323

立石　美恵109610

TEL 0942-53-3388

（株）下川組 5,000 －4007無法

大１
福岡県筑後市大字古島３５－３〒833-0035

下川　力三109612

TEL 0944-56-1233

（株）ひかり開発 5,000 －4003無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県大牟田市通町２－２１－８〒836-0805

原口　貴弘109613

TEL 092-691-6625

（株）藤原博組 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区みどりが丘３－１６－６〒813-0021

藤原　博文109614

TEL 092-672-1561

（株）福産 3,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市東区松崎１－５９－１７〒813-0035

福田　泰貴109615

TEL 092-555-3866

（株）翔栄基礎工業 2,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県那珂川市別所９６１－１〒811-1245

阿比留　祐二109616

TEL 093-616-2605

（株）モリタ防災システム 3,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市八幡西区浅川台２－２４－１９〒807-0875

森田　圭一109617

TEL 093-230-4277

リフォーム工房夢屋 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区新池２－６－２８〒804-0082

高坂　守109618

TEL 0948-20-7100

（有）ラビット 15,000 －4010有法

建１
福岡県嘉麻市牛隈１４２０－４〒820-0301

白石　純109619

TEL 0949-32-8657

古野興業（株） 1,000 －4004無法

と１
福岡県宮若市下有木１５３７〒823-0014

古野　義三109620
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TEL 0947-32-6855

新永興業（株） 500 －4009無法

管１機１
福岡県田川郡香春町大字香春２２６１〒822-1406

永濱　孝109621

TEL 092-885-3310

（株）豊真工業 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区上山門２－２８－３３〒819-0054

佐藤　豊109624

TEL 0942-27-8583

カネヤス左官 －4002無個

左１
福岡県小郡市下岩田７９２－２〒838-0123

藤本　誠109625

TEL 093-616-7947

エスエス工業（株） 3,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森３－１４－２〒807-0843

三宮　孝之109626

TEL 093-871-5918

（有）山尾電機工業所 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区三六町５－１１〒804-0091

山尾　耕太郎109627

TEL 093-571-2291

北九建設工業（株） 1,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市小倉北区今町２－２２－１９〒803-0862

新屋　鉄男109629

TEL 0942-77-1660

平城産業 －4002無個

と１解１
福岡県三井郡大刀洗町甲条１５３３〒830-1212

平城　秀樹109630

TEL 092-865-0240

マツケン －4001無個

大１
福岡県福岡市城南区南片江４－７－９〒814-0143

松本　隆志109633

TEL 0944-62-5545

中島建築社 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町文廣１５４２みやまアパート２０２〒835-0024

中島　理109634

TEL 0949-32-4576

（株）キュウエイ 10,000 －4004有法

機１
福岡県宮若市本城１０８５－１〒823-0003

弓削田　敬109635

TEL 0947-46-3871

裕成建設 －4009無個

建１
福岡県田川市大字夏吉１２５８－３８〒825-0004

前　裕之109636

TEL 0944-85-8237

大牟田装工（株） 5,000 －4003無法

建１塗１防１内１具１
福岡県大牟田市大正町３－４－２６〒836-0047

八木　秀樹109637

TEL 0942-72-7079

木村工務店 －4002無個

土１建１と１
福岡県小郡市寺福童８３１－５〒838-0138

木村　博明109638
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TEL 092-260-9864

（株）Ｒｉｎ建築 5,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡新宮町大字的野４２７－１〒811-0104

德留　英太109639

TEL 092-519-3667

（株）新成 500 －4001無法

筋１
福岡県福岡市南区長丘２－２７－３〒815-0075

川口　高明109640

TEL 0947-85-9887

（株）田村内装 1,000 －4009無法

内１
福岡県田川市大字弓削田４０９－４〒826-0041

田村　孝広109642

TEL 0949-32-3340

宮田緑地建設（株） 3,000 －4004無法

園１
福岡県宮若市下有木１４４８－１〒823-0014

花田　恒造109643

TEL 0930-42-1423

（株）進組 5,000 －4005無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川末江８３１〒824-0204

進　晶和109644

TEL 092-801-0005

（有）すばる 3,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市城南区片江１－２－２２〒814-0142

渡邊　英樹109647

TEL 092-433-0081

（株）大地コーポレーション 80,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－４－１７〒812-0013

林　暁明109648

TEL 092-502-6118

（株）誠建 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市博多区那珂５－１１－１〒812-0893

新妻　誠109649

TEL 092-612-2223

さくら建工（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２４８８－１〒811-2304

明石　弘道109650

TEL 0944-32-9172

（株）九州テクノス 10,000 －4003有法

建１電１
福岡県大牟田市日出町１－２－５〒836-0802

塚本　明109651

TEL 0943-22-8506

（株）龍工業 3,000 －4007無法

と１
福岡県八女市黒木町本分１４０８－２〒834-1213

齊藤　龍作109652

TEL 0947-23-0586

平成金物（有） 19,000 －4009有法

建１塗１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１２５４－２〒827-0003

村坂　大輔109654

TEL 093-473-5768

平岡建設（株） 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１機１水１
福岡県北九州市小倉南区朽網西５－４２－２７〒800-0233

平岡　久直109655
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TEL 092-215-2866

（株）サカエプランニング 1,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区箱崎２－４１－７〒812-0053

林　栄吉109658

TEL 093-981-6868

（株）北九山友エンジニアリング 100 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡東区中央１－３－２〒805-0019

山下　忠夫109660

TEL 093-963-1158

（有）北九州内装 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区大字堀越１６３〒802-0835

坪根　悠一109661

TEL 0948-24-4866

（株）葉月 10,000 －4010無法

土１建１左１と１塗１防１内１
福岡県飯塚市中３３６〒820-0065

信川　康弘109663

TEL 092-586-9110

髙木設備工業（株） 1,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市大城２－１５－２０〒816-0911

髙木　茂雄109664

TEL 0942-22-5500

（株）テイク 50,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県久留米市藤山町鉾立２２０－４４〒830-0053

古賀　郁子109665

TEL 0942-64-3458

酒見建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市三潴町玉満４３０６－１〒830-0112

酒見　隆生109666

TEL 092-552-6575

アンドグリーン（株） 5,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市南区花畑１－３８－１３〒811-1356

卜部　仁美109667

TEL 092-894-2306

（株）米田商会 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区拾六町２－２－１５〒819-0041

髙根　一浩109668

TEL 092-811-8695

川富工業 －4001無個

左１タ１塗１防１
福岡県福岡市西区野方３－１－５８－１０３〒819-0043

川富　久史109669

TEL 0942-77-1047

（有）創 3,000 －4002無法

内１
福岡県三井郡大刀洗町大字上高橋１２２３－２〒830-1222

矢野　清一109670

TEL 0944-62-2711

（株）ヒエダ 5,000 －4003無法

土１管１井１水１
福岡県みやま市瀬高町小川１１５５－３〒835-0023

稗田　純久109671

TEL 092-322-2721

井手造園 －4001無個

園１
福岡県糸島市有田８４－１〒819-1132

井手　博晴109673
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TEL 092-836-5082

伊都工業（株） 5,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市西区野方４－３３－１６〒819-0043

堀　美代子109674

TEL 092-894-7475

（有）インテリア光 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市西区室見が丘２－７－７〒819-0030

鎗光　政則109675

TEL 093-372-5433

風師鉄筋工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市門司区大里本町３－８－２０－５１２〒800-0063

岡本　勝幸109676

TEL 093-871-1970

（株）友愛 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市戸畑区菅原１－４－３７〒804-0044

森　正登109677

TEL 093-555-4249

（株）飯沼設備 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区上貫３－１６－１７〒800-0244

飯沼　一伸109678

TEL 093-591-1195

（株）エイム 8,000 －4008有法

解１
福岡県北九州市小倉北区篠崎５－２４－７〒803-0861

丹本　陽平109679

TEL 093-342-7813

なお建工（合） 500 －4008無法

土１建１大１と１屋１鋼１板１塗１防１内１解１
福岡県北九州市門司区稲積１－５－８〒800-0048

冨永　修州109680

TEL 093-883-9024

（株）メタルハイテック 5,000 －4008無法

板１
福岡県北九州市八幡西区竹末二丁目１０－１８〒806-0045

上田　圭一109681

TEL 0949-28-1858

ウイング建装（株） 3,000 －4004無法

内１
福岡県直方市大字頓野２１８９－１〒822-0002

山田　光弘109682

TEL 0949-28-7858

岩永組 －4004無個

大１と１
福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７２６－２〒807-1307

岩永　和貴109683

TEL 092-622-0523

リビング・スペース（株） 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区原田４－２３－５〒812-0063

坂口　正己109684

TEL 092-938-6656

（株）福岡機材 10,000 －4001有法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈２０２－１〒811-2301

志岐　和彦109685

TEL 092-791-3331

（有）ピーエフノグチ 3,000 －4001有法

土１と１鋼１内１解１
福岡県福岡市中央区警固２－２－２３　ウィングコート警固５０４号室〒810-0023

野口　徳幸109686
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TEL 092-651-7072

（有）新東洋 3,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市博多区千代３－６－２－１０３〒812-0044

浅井　一夫109687

TEL 092-807-6155

九州サンエス（株） 3,000 －4001有法

電１消１
福岡県福岡市西区田尻１－１９－２０〒819-0383

境　武志109688

TEL 092-588-6698

（株）重信 3,000 －4011無法

タ１
福岡県春日市紅葉ヶ丘東５－１３６〒816-0833

重信　憲司109689

TEL 092-400-0006

（株）西福岡インテックス 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区姪の浜１－１２－１９〒819-0002

村上　耕志郎109691

TEL 092-588-0360

（株）杉野組 2,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市南区柳瀬１－１０－３－１０１〒811-1321

杉野　克明109693

TEL 0944-22-4504

小宮電設（株） 3,000 －4003無法

電１
福岡県みやま市高田町南新開２４５－２〒839-0205

小宮　真吾109694

TEL 0942-53-2351

（有）角鐵工所 5,000 －4007有法

機１
福岡県筑後市和泉１８６〒833-0041

角　亮一109695

TEL 0942-45-8339

（株）ｏｒｇ 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市東合川６－４－６０〒839-0809

古澤　浩二109696

TEL 092-947-0125

グローシステム（株） 5,000 －4001無法

管１内１
福岡県糟屋郡篠栗町和田２－２３－１９〒811-2414

關　清宝109698

TEL 092-325-0146

（株）新光仮設 1,000 －4001無法

と１
福岡県糸島市二丈上深江１０３５〒819-1621

古川　新一109699

TEL 092-942-1666

菱栄産業（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県古賀市天神５－１－１〒811-3101

掛田　哲男109701

TEL 092-691-4611

Ｇメタル（株） 1,000 －4001有法

板１具１
福岡県福岡市東区青葉１－１４－１５〒813-0025

桑原　光晴109702

TEL 092-834-7001

大鷲ハウジング（株） 20,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２具２解２
福岡県福岡市西区姪の浜６－５－７〒819-0002

山下　伸治109703
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TEL 092-836-5336

（株）原口組 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区大字金武１０２９－１〒819-0035

原口　智109704

TEL 092-834-8277

（株）グリーンマクス 3,000 －4001無法

電１管１消１
福岡県福岡市西区拾六町２－４－１〒819-0041

米田　寛巳109705

TEL 0948-24-4621

コンゴー（株） 10,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市菰田西３－４－３８〒820-0017

日下部　親男109706

TEL 0947-32-5365

晃洋建設 －4009無個

土１と１舗１
福岡県田川郡香春町大字中津原２４９２－８〒822-1405

野村　晃洋109707

TEL 092-953-5025

（株）ロードテック 5,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市西隈３－６－５〒811-1242

田代　達也109708

TEL 092-928-8038

柏原組 －4011無個

大１
福岡県太宰府市五条４－１４－６－１０６〒818-0125

柏原　光志109709

TEL 092-801-1758

（株）福匠建装 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区次郎丸６－１３－５〒814-0165

福田　哲也109710

TEL 092-407-7632

Ｓｉｃｔｅｃ（株） 6,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区野芥５－１３－４－２〒814-0171

野田　実109711

TEL 0948-57-1543

遊石園 －4010無個

園１
福岡県嘉麻市嘉穂才田８９０－１〒820-0336

原田　一豊109712

TEL 092-582-1169

（株）アッシュロック 3,000 －4001無法

電１内１具１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－１１－７〒812-0896

西田　憲一109713

TEL 093-701-7133

（有）パイオニア２１ 3,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉３７６番地１５〒811-4205

嘉茂　浩治109714

TEL 0940-36-1303

（株）田中建装工業 3,000 －4008無法

土１と１管１塗１
福岡県宗像市東郷６－３－４６〒811-3436

田中　亘109715

TEL 0947-22-0611

（株）仲島建築 5,000 －4009無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町伊方２５３３〒822-1211

仲島　一道109716
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TEL 092-292-1381

（株）ソウシン 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市東区筥松１－２０－１４〒812-0061

坂田　直幸109717

TEL 092-406-1111

ＮＡＴＩＶＥ －4001無個

電１
福岡県福岡市博多区西春町１－７－１８〒812-0873

山本　正明109718

TEL 092-503-2155

橋本電気（株） 3,000 －4011無法

電１通１
福岡県大野城市乙金台１－１１－１４〒816-0903

橋本　信之109719

TEL 0947-32-7922

（株）清建 5,000 －4009無法

塗１内１
福岡県田川郡香春町大字高野１２２５－８〒822-1403

吉田　幸恵109720

TEL 0946-21-5032

（株）マルコ 3,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉郡筑前町上高場１６３７－３〒838-0821

印丸　高志109722

TEL 0943-72-0678

（株）福岡緑樹園 1,000 －4002無法

園１
福岡県久留米市田主丸町牧１３０２〒839-1224

中野　優生斗109724

TEL 0942-62-4784

ＩＫＥＤＥＮ －4002有個

電１
福岡県久留米市城島町内野３３０－５〒830-0204

池田　阿里109725

TEL 0942-77-5535

石本工業 －4002無個

左１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２４１０－８７〒830-1221

石本　英次109726

TEL 0944-72-4296

松鶴園 －4003有個

園１
福岡県柳川市本城町１１４－１〒832-0061

平川　親義109727

TEL 092-512-8571

ニッカホーム九州（株） 8,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区清水２－９－２１号〒815-0031

渡邊　雅人109728

TEL 092-410-0387

（株）ＭＫ 5,000 －4001無法

屋１管１内１
福岡県糟屋郡志免町南里１－７－１４〒811-2207

宮本　克二109729

TEL 092-982-0143

（株）イシイ 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区三宅３－２７－２９〒811-1344

石井　亮次109730

TEL 092-938-7447

（株）誠興業 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋１９７－１　サンライフＨ棟２０５号〒811-2308

　生加　麻子109731
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TEL 092-292-7541

（株）アールシステム 5,000 －4001無法

大１左１塗１防１
福岡県福岡市博多区須崎町８番８号　ニューエイトビル４階〒812-0028

藤田　靖人109732

TEL 092-407-9664

（株）坂本工務店 2,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市早良区賀茂４－４６－３１〒814-0164

坂本　和繁109733

TEL 092-332-2222

（株）力昇建設 5,000 －4001有法

土１と１舗１解１
福岡県糸島市板持１０３－７〒819-1101

山田　文109734

TEL 0949-29-1519

（有）ショーホー 5,000 －4004無法

と１
福岡県直方市大字上境字中長谷２８４６〒822-0006

松隈　賢治109735

TEL 093-967-6157

（株）ヒサ電工 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区中吉田４－２０－５８〒800-0204

田中　久詳109736

TEL 0940-52-4768

山下総合設備 －4008無個

管１
福岡県福津市津屋崎７－２６－５〒811-3301

山下　文孝109737

TEL 093-555-8050

美幸建設（株） 5,000 －4008有法

建１大１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町３－７－２３〒807-0852

後藤　幸輝109738

TEL 093-981-6737

（株）上幸 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区横代東町１－１－３０－５０１〒802-0822

上原　直幸109740

TEL 0943-73-2669

生野重機（株） 2,000 －4002無法

土１と１
福岡県久留米市田主丸町船越３７－１〒839-1205

生野　馨109742

TEL 092-935-1033

斉藤工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡志免町別府西２－１９－３５〒811-2232

斉藤　和久109744

TEL 092-292-7062

ｉ－ｃｏｎｃｅｐｔ（株） 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区比恵町２－８〒812-0014

今井　隆109745

TEL 092-710-3557

弘武工業（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区鶴田２－１２－２３〒811-1352

小田　信平109746

TEL 092-211-0677

博工業 －4001無個

大１
福岡県福岡市城南区七隈４－３－３０－５０１〒814-0133

笹山　博史109747



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1224頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-623-6485

稲冨組 －4001無個

と１
福岡県福岡市東区松島４－１－１０－６０１〒812-0062

稲冨　大介109748

TEL 0948-53-0770

大田造園 －4010有個

園１
福岡県嘉麻市熊ヶ畑４６９〒821-0013

大田　直樹109751

TEL 0949-25-1388

マサキ電設（株） 3,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字植木６３９－１〒822-0031

松尾　昌樹109752

TEL 0948-42-8652

（株）佐々木防水 5,000 －4010無法

建１左１と１屋１タ１板１塗１防１内１
福岡県嘉麻市岩崎１３５２－９〒820-0205

佐々木　敏彦109754

TEL 0947-42-0909

（有）尾崎塗料 3,000 －4009有法

塗１
福岡県田川市伊田町８－１０〒825-0015

尾﨑　行人109755

TEL 0949-28-3178

（株）倉員建設 6,000 －4004有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県直方市大字下境３９７８－２５６〒822-0007

倉員　敬祐109756

TEL 0947-45-6021

（有）清川テント工業 3,000 －4009有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県田川市大字糒１８３６－８〒825-0005

藤川　清三109757

TEL 09496-2-1531

木下工業（株） 10,000 －4004有法

建１大１と１屋１タ１鋼１筋１内１
福岡県鞍手郡小竹町大字新山崎３６１〒820-1105

木下　昌明109758

TEL 0944-56-7581

古賀工業（株） 5,000 －4003無法

鋼１
福岡県大牟田市大字福久木５３－７〒837-0915

古賀　仁109760

TEL 0942-44-5355

佐藤組 －4002無個

と１
福岡県久留米市山川町１３４７－６〒839-0817

佐藤　一紀109761

TEL 092-707-8315

（株）髙田工業 3,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区舞鶴３－７－１３〒810-0073

髙田　浩109762

TEL 092-691-0512

タケウチ・メタルワークス －4001無個

板１
福岡県福岡市東区青葉１－３７－３〒811-0025

竹内　英信109763

TEL 092-847-3432

（株）コマネキ企画 5,000 －4001有法

建１と１
福岡県福岡市早良区飯倉３－３８－１４〒814-0161

井寺　裕義109765
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TEL 093-932-8123

（株）ビルテクノ 2,500 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市小倉南区北方２－１７－６〒802-0841

谷口　拓也109766

TEL 0930-52-3397

山口重機建設 －4005無個

土１
福岡県築上郡築上町大字上別府６８８－３４〒829-0105

山口　太二郎109767

TEL 0947-72-7015

（株）岩口工業 5,000 －4009無法

土１建１と１鋼１舗１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎６４４－１〒827-0003

岩口　健一109768

TEL 092-980-2023

（株）晃成電工 3,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市仲畑１－３０－１〒816-0921

木原　賢太郎109769

TEL 0942-65-3024

片岡建築 －4007無個

建１大１
福岡県八女郡広川町大字広川２４４６－１〒834-0121

片岡　義明109770

TEL 0943-24-9951

成和建設（株） 5,000 －4007無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県八女市緒玉１７４－１〒834-0041

磧　照文109771

TEL 0944-73-8072

三砂建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市三橋町久末１１８４〒832-0816

三砂　和隆109772

TEL 092-984-0002

（有）エイワン 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市南区老司３－９－１８〒811-1346

吉武　智視109773

TEL 0947-28-5649

福智塗装工業 －4009無個

塗１
福岡県田川郡福智町赤池５１０－３３〒822-1101

草村　易成109774

TEL 0949-42-6005

（株）石井建設 5,000 －4004無法

土１と１舗１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延１４０８－３〒807-1305

石井　勝　109775

TEL 092-292-1877

ケイテック（株） 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市博多区月隈１－１－１〒812-0858

木寺　直喜109776

TEL 092-834-5911

（株）エヌ・ブレイン 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区片江３－３２－１０－１０１〒814-0142

夏原　卓次109777

TEL 092-937-2940

（有）トータルワークス 3,000 －4001有法

ガ１
福岡県糟屋郡志免町大字志免９５０－１〒811-2202

　井　達也109778
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TEL 093-342-7481

（株）野村 1,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市門司区白野江１ー１ー１７〒801-0802

野村　昭夫109779

TEL 093-761-6604

ワタナベ金属 －4008有個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１消１
福岡県北九州市若松区古前１ー２５ー５〒808-0062

渡邊　伸二109780

TEL 0942-53-6897

（株）ＧＡＩＡ 1,000 －4007無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県筑後市大字西牟田３４９７－２〒833-0053

中島　剛109781

TEL 092-776-3543

（株）ＮＳＳ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区若久１－１８－１〒815-0042

篠﨑　宏一109782

TEL 092-834-3350

田井設備（株） 5,000 －4001無法

土１管１舗１水１
福岡県福岡市早良区有田４－３２－１１〒814-0033

田井　竜二109783

TEL 092-811-3379

（株）サードカフェエンタープライズ 9,500 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市西区室見が丘２－１７－７〒819-0030

桐谷　繁109784

TEL 093-953-6601

隆信建装（株） 20,000 －4008無法

建２大２左２と２石２屋２電１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県北九州市小倉北区原町２－１１－７〒803-0815

濱﨑　信一郎109786

TEL 093-383-8204

（株）大石工業 10,000 －4008無法

管１機１消１
福岡県北九州市小倉南区新曽根１２－８〒800-0211

大石　麻世109787

TEL 0942-52-6170

（株）永松電工 9,500 －4007無法

電１
福岡県筑後市大字徳久１８９－１〒833-0004

永松　勉109789

TEL 092-864-2746

門山建塗 －4001無個

左１
福岡県福岡市早良区梅林７－３９－１３〒814-0172

門山　隆久109790

TEL 092-811-2036

（有）西島電装 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区大字金武１８７７－２〒819-0035

西嶋　崇109791

TEL 092-891-8023

（株）山川保温 5,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市西区拾六町４－３０－１０〒819-0041

山川　和美109792

TEL 092-260-7298

（株）アクエアー 5,000 －4001無法

と１管１水１
福岡県福岡市東区松島３－１４－６〒813-0062

大田　健109793
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TEL 092-926-6830

（株）高田工業 1,000 －4011無法

土１
福岡県筑紫野市岡田３－６－１８〒818-0013

髙田　誠109794

TEL 0942-33-5745

（株）安部組 3,000 －4002無法

大１と１
福岡県久留米市津福今町４０４－２２０〒830-0061

安部　光夫109795

TEL 0942-39-3177

大黒土木 －4002無個

土１と１舗１
福岡県久留米市津福本町１１０５－３〒830-0047

大黒　孝二109796

TEL 092-791-4700

ブルーバーズデザイン（株） 3,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区赤坂３－７－１４〒810-0042

髙倉　朋子109798

TEL 0942-22-3033

（株）エイコウ 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市藤山町８４－１〒830-0053

髙尾　摩耶109800

TEL 093-475-0602

黒田工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区吉田にれの木坂２－５－１３〒800-0210

黒田　幸三109803

TEL 093-652-3756

（株）木下組 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市八幡東区八王寺町５－２６〒805-0011

平山　富雄109804

TEL 093-616-9630

（株）鷹 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１５－３１〒807-1113

出口　崇史109805

TEL 093-616-7555

（株）ＮＳＧ 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区本城３ー１－４３－１０２〒807-0801

宮野　教彦109806

TEL 092-871-3547

（合）デバイスエンジ 1,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市早良区有田４－２５－１１〒814-0033

森　弘之109807

TEL 093-776-2412

井手口鉄筋（株） 3,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市小倉北区高坊２－８－５〒802-0053

井手口　和広109808

TEL 093-695-2660

（株）アステリア 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区力丸町１６－２〒807-0802

森部　修明109809

TEL 092-554-7666

シンクステージ（株） 5,000 －4001無法

と１園１
福岡県福岡市南区塩原３－２１－３６－１Ｆ〒815-0032

西田　健太郎109810
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TEL 092-812-2882

アーク電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区四箇１－８－５－１０１〒811-1103

木原　篤史109811

TEL 092-892-5325

（株）ケイ・ケイ・エス 3,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市西区戸切３－１５８－２〒819-0032

須田　征司109813

TEL 093-962-7213

ＫＳクズシマ －4008無個

屋１
福岡県北九州市小倉南区南方１－３－７〒802-0976

葛嶋　建二109815

TEL 092-953-4730

（株）ＴＯＳＡＫＡ 10,000 －4011無法

管１
福岡県那珂川市片縄２－３２〒811-1201

柴田　浩二109816

TEL 092-558-5388

（株）ＭＫ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区西月隈５－１８－１５〒812-0857

松尾　純一109817

TEL 092-931-3123

（有）紀伊硝子企画工房 3,000 －4001無法

ガ１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈１５９－５〒811-2301

紀伊　広和109818

TEL 092-558-4955

（株）平戸電工社 2,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区井相田２－２－５アバンダント井相田３号室〒812-0881

森　幸治109819

TEL 092-980-1203

竹尾フロア建業（株） 2,000 －4011無法

左１
福岡県筑紫野市吉木２３９７〒818-0004

竹尾　幸彦109821

TEL 092-874-1103

アマノ工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市早良区有田６－３－１１〒814-0033

天野　建二109822

TEL 092-683-0050

（株）藤 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市東区松崎２－２２－３０〒813-0035

兵藤　富士子109823

TEL 0942-51-8737

（有）トヨテック 10,000 －4002無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県久留米市国分町２１２〒839-0863

豊福　哲也109824

TEL 0944-72-3507

（有）木下海事 5,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市南浜武７４９－３〒832-0083

木下　昭彦109825

TEL 0942-75-5850

原塗装 －4002無個

塗１
福岡県小郡市希みが丘１－８－１〒838-0107

原　典男109826
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福岡県
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TEL 0949-25-7030

（株）健双 40,000 －4004無法

土２建１と２石２舗２解２
福岡県直方市大字下境２１０２－１〒822-0007

武田　賢助109827

TEL 0949-42-0886

（株）永川組 5,000 －4004無法

と１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２０４４〒807-1305

永川　隆行109828

TEL 093-776-6160

安藤組 －4008無個

大１
福岡県北九州市門司区吉志７－２５－４〒800-0114

安藤　重紀109829

TEL 093-776-1627

椋本組 －4008無個

大１
福岡県北九州市若松区塩屋４－１５－２〒808-0131

椋本　敦志109831

TEL 093-391-0527

（株）重森建設 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区社ノ木１－１３－１８〒800-0054

重森　正勝109832

TEL 093-245-8518

（株）西興 2,000 －4008無法

と１
福岡県中間市岩瀬４－３－８〒809-0011

井上　玄母109833

TEL 093-571-8399

神原土木 －4008無個

土１と１
福岡県北九州市小倉北区中井浜２－３〒803-0804

神原　智則109834

TEL 093-246-2948

上野道路（株） 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県中間市長津３－１４－３〒809-0036

上野　宏幸109835

TEL 093-777-2462

（株）ＲＯＷＥＮＨＯＵＳＥ 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区守恒１－２０－１６〒802-0972

須田　泰二109836

TEL 0944-73-5824

田中道路（株） 5,000 －4003無法

土１と１舗１し１
福岡県柳川市大和町豊原３０２－７〒839-0242

田中　義昌109837

TEL 0944-88-8030

拓建工（株） 3,000 －4003有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県大牟田市下白川町１－５５－３〒837-0928

平岡　寿高109838

TEL 092-292-6383

（株）アイデン 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区竹下１－１１－３０〒812-0895

小林　森109839

TEL 092-441-5711

ツカサテック（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市博多区東那珂２－６－２６〒812-0892

前原　保夫109840



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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TEL 092-881-1731

（株）正勝工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区生の松原４－２－４〒819-0055

吉松　大輔109841

TEL 092-260-9192

ギャロップ（株） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区松島１－４６－１４〒812-0062

深川　雅彦109842

TEL 092-611-6604

（有）堀内工務店 3,000 －4001無法

建１大１屋１鋼１内１
福岡県福岡市博多区青木１－７－２１〒812-0851

堀内　智孝109843

TEL 092-203-3009

（株）真聖ダクト 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区金の隈３－３－９－１号〒812-0863

福井　潔109844

TEL 092-512-2790

（株）ディ・テック 5,000 －4001無法

電１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区的場１－２２－１６〒811-1314

八尾　拓臣109845

TEL 092-562-2089

（株）創和 5,000 －4001無法

土１と１管１
福岡県福岡市南区長丘５－７－８－１０１号〒815-0075

武友　久恵109846

TEL 092-410-5900

（株）野澤造園 5,000 －4001無法

土１と１管１舗１園１水１
福岡県福岡市東区名子１－１２〒813-0024

堀尾　崇行109847

TEL 093-863-2320

スエナガ（株） 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区葛原高松２－１５－２〒800-0252

末永　政治109848

TEL 093-883-8848

（株）心喜塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区則松４－２０－７〒807-0831

桐田　政樹109849

TEL 0943-76-2053

（株）藤原建設 3,000 －4002無法

建１
福岡県うきは市吉井町桜井５５６－１〒839-1301

藤原　和明109850

TEL 0942-48-5344

（株）森山設備工業 5,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市上津町２１９２－１１１〒830-0052

森山　剛年109851

TEL 0944-67-2545

野田建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市山川町北関４０６〒835-0112

野田　一彦109852

TEL 0948-29-4565

（株）エコモ総建 15,000 －4010有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県飯塚市潤野６０１－１〒820-0021

齋藤　浩109853



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0930-22-5599

大樹興業 －4005無個

と１
福岡県行橋市大字二塚２４３－１〒824-0067

松井　耕平109854

TEL 092-562-5027

グランド・デザイン（株） 9,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区清水１－２０－３－２Ｆ〒815-0031

中川　　好109855

TEL 092-807-1701

（株）九州トラスト 3,000 －4001無法

建１と１解１
福岡県福岡市西区大字飯氏７５８－２〒819-0371

橋口　香109856

TEL 092-836-8201

正和プラント（株） 6,500 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市西区上山門２－３８－１５〒819-0054

田中　孝和109857

TEL 092-575-6366

山下防水工業（株） 5,000 －4011無法

防１
福岡県春日市天神山７－１９０〒816-0855

山下　成敏109859

TEL 092-588-7788

（株）ＰＦコート 2,000 －4011無法

塗１具１
福岡県春日市春日原東町２－２６－３０１〒816-0801

西林　武仁109860

TEL 092-403-8411

尾中工業（株） 5,000 －4011無法

大１
福岡県筑紫野市大字筑紫２８－５〒818-0025

尾中　晋也109861

TEL 092-558-7295

（株）松山保温 5,000 －4011無法

絶１
福岡県大野城市月の浦５－５－３４〒816-0983

松山　忠109863

TEL 093-701-5491

永和産業（株） 8,000 －4008有法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市若松区青葉台西５－８－８〒808-0143

久芳　讓二109865

TEL 093-881-1234

（株）平松工務店 1,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市戸畑区菅原２－１１－６〒804-0044

平松　秀基109867

TEL 093-618-2341

大祐建設工業（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋下方３－８－１４〒807-1146

大家　昌弘109868

TEL 093-616-7175

ライフォート（株） 3,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区上上津役５－３１－１６〒807-0072

吉﨑　健一109869

TEL 093-701-7606

（株）友陽産業 3,000 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府字八久保１５２３－５〒811-4332

宮谷　哲也109870
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令和 4年 4月 1日 出力　　

1232頁

福岡県
知事許可
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TEL 092-586-7270

ＴＡ　ＩＮＮＯＶＡＴＡＳ（株） 10,000 －4011有法

建１
福岡県大野城市大城２－１－４〒816-0911

津田　匡109872

TEL 092-953-4241

増田建装 －4011無個

内１
福岡県那珂川市片縄６－９－７１０〒811-1201

増田　利昭109873

TEL 092-558-0542

（株）浮羽防水建設 1,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市早良区南庄４－１０－３２〒814-0031

加峯　雄起109874

TEL 0942-78-7334

聖和工業 －4002無個

筋１
福岡県久留米市北野町千代島７９４－８〒830-1111

中島　聖人109875

TEL 0942-72-0825

田中総業（株） 3,000 －4002有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県小郡市上岩田８４６－３〒838-0121

田中　敏雄109876

TEL 092-710-3466

福匠工舎 －4011無個

建１内１
福岡県太宰府市観世音寺１－１９－１８グリーンヒル観世Ｉ　１０６〒818-0101

福田　健一109877

TEL 092-761-5500

（株）ヒラオ 5,000 －4001無法

土１と１防１
福岡県福岡市中央区大手門１－６－３〒810-0074

平尾　一彦109878

TEL 092-408-7568

メンテＴＯＫＡＲＡ（株） 5,000 －4001無法

土１大１左１と１鋼１塗１防１内１水１
福岡県福岡市南区桧原７－２３－１３〒811-1355

半田　廣明109879

TEL 093-982-2845

ＳｐａｃｅＢｕｉｌｄｅｒ希翔（株） 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県遠賀郡岡垣町東山田１－２３－５〒811-4220

中原　希望109880

TEL 092-892-4080

（株）かねやす 85,000 －4001有法

と１筋１板１
福岡県福岡市西区福重４－８－１３〒819-0022

安光　徹雄109881

TEL 092-775-4740

（株）伊藤建装 300 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区松崎３－３０－１２ヴェルデヒルズＢ２０５〒815-0035

伊藤　哲治109882

TEL 092-712-2322

（株）建興 10,000 －4001有法

管１内１
福岡県福岡市中央区赤坂１－１２－１５〒810-0042

森田　貴光109883

TEL 092-411-5891

（株）森野 300,100 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－６－３〒812-0016

森野　滋109884
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福岡県
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TEL 092-591-9926

武田鉄筋工業 －4011無個

筋１
福岡県大野城市下大利１－１６－１６－２０５〒816-0952

武田　吉浩109885

TEL 092-710-1770

宮﨑通信（株） 1,000 －4011無法

通１
福岡県筑紫野市大字古賀２５－１－３〒818-0047

宮﨑　義勝109886

TEL 0949-28-7621

（株）ＳＳＢ 5,000 －4004無法

内１
福岡県直方市大字植木１４８９〒822-0031

石橋　良朋109887

TEL 092-409-9475

（株）コアネス 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市東区多の津５－２０－１〒813-0034

鍋野　弘幾109888

TEL 092-624-0197

（株）モリカ 2,000 －4001無法

絶１
福岡県糟屋郡粕屋町仲原１８４６－１８〒811-2304

森山　将啓109889

TEL 092-623-6066

（株）新光 2,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区原田２－１７－３８－３０６〒812-0063

新留　俊作109890

TEL 0944-22-4880

（株）Ｓ．Ａ．Ｗ 5,000 －4003無法

鋼１
福岡県みやま市高田町田尻１７６〒839-0224

下田　学109892

TEL 0942-65-4011

ＫＤＣ笠　電業（株） 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市藤光町９２５－６３９〒830-0054

鈴木　隆博109893

TEL 093-616-1742

Ｊ・Ｊ・Ｋ －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡西区沖田１－１－１０〒807-0077

陣原　公二109894

TEL 093-671-7920

小笠原ホーム －4008無個

内１
福岡県北九州市戸畑区牧山４－１９－１９〒804-0053

小笠原　正晴109895

TEL 093-881-8133

（株）花田 5,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－１０－４〒804-0031

花田　孝志109896

TEL 093-951-6635

（株）田村設備工業 5,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区上葛原１－１２－３３〒800-0255

田村　龍次109897

TEL 0940-42-3238

野方工務店 －4008無個

建１
福岡県福津市花見の里３－２３－３〒811-3215

野方　文雄109898
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TEL 093-481-1370

（株）長﨑工務店 5,000 －4008無法

建１大１内１
福岡県北九州市門司区大字畑７０８－１〒800-0112

長﨑　剛仁109899

TEL 092-408-4280

（株）エイジョウ 7,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市大字古賀１９５－１〒818-0047

中村　祥太朗109901

TEL 092-954-1175

（株）杉電気 5,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市恵子２－１１－４〒811-1255

杉　秀行109902

TEL 0948-21-5581

（株）千道 1,000 －4010有法

土１舗１
福岡県飯塚市平恒９６４－４〒820-0073

下川　大輔109903

TEL 0947-45-4393

垣生組 －4009無個

大１
福岡県田川市大字奈良３９９－４〒826-0043

垣生　文太109904

TEL 093-701-6030

（株）装研 1,000 －4008無法

塗１
福岡県中間市小田ヶ浦２－２１－３〒809-0031

前川　研二109905

TEL 093-651-7839

永易建工 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡東区大字大蔵２６３０－１〒805-0048

永易　賢一109906

TEL 0944-67-2027

（株）丸大通商 5,000 －4003無法

土１と１水１解１
福岡県みやま市山川町清水１４３３－１〒835-0101

宇津宮　克法109907

TEL 0942-78-7929

塩屋組 －4002無個

大１と１
福岡県久留米市北野町高良１９８３－５〒830-1114

塩屋　剛109908

TEL 0943-45-0676

堀川左官 －4007有個

左１
福岡県八女市黒木町北大淵５２１２－１〒834-1201

堀川　賴三109909

TEL 092-555-7700

（合）卯月グループ 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区花畑２－２９－２３－６０１〒811-1356

鎌倉　尊雄109910

TEL 092-554-7720

（株）創誠 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市南区長住２－１－５〒811-1362

前田　美佳109911

TEL 093-776-8203

（株）くまがえ工務店 5,000 －4008無法

建１大１内１
福岡県北九州市小倉北区中井５－３－１５〒803-0261

熊谷　大毅109912
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TEL 0940-52-1754

髙武建設（株） 2,000 －4008有法

建１
福岡県福津市在自７４５番地〒811-3301

髙武　守109913

TEL 093-617-7535

（株）ＲＥＬＩＦＥ 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区馬場山原２－２〒807-1135

　田　裕司109915

TEL 093-981-7900

大島電建（株） 8,000 －4008無法

土１と１電１塗１通１
福岡県北九州市八幡東区白川町４－１１〒805-0007

大島　正敏109916

TEL 0930-55-6727

（株）久興 1,000 －4005無法

土１と１舗１水１解１
福岡県行橋市大字東徳永２５４－６〒824-0025

竹本　浩二109917

TEL 093-742-0215

（株）前山建設工業 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市若松区青葉台南２－１９－５〒808-0142

前山　聖英109919

TEL 093-652-1220

（株）サクラプラミング 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡東区羽衣町１３－１〒805-0042

櫻田　直也109920

TEL 093-967-2133

山栄設備（株） 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区西港町３４－７〒803-0801

福田　修二109921

TEL 093-473-3756

（株）福栄電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区大字貫１６５３－５〒800-0245

下田　義人109922

TEL 092-936-8311

（株）アマン総合企画 1,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡志免町志免４－１４－２７－３Ｆ〒811-2202

樺島　千恵109923

TEL 092-287-2592

（株）慎組 2,000 －4011無法

大１
福岡県春日市白水ヶ丘５－８３－４０６〒816-0845

古瀬　慎一郎109924

TEL 092-558-5776

（株）興和 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区金の隈２－５－５７〒812-0863

神田　和法109925

TEL 092-574-3339

（株）原重量 7,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市博多区板付６－４－２４〒812-0888

猪尾　政則109926

TEL 092-558-3783

（株）ＳＫＹ空調 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区井尻１－７－３〒811-1302

吉永　元基109927
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TEL 092-586-8085

（株）エスジーテック 15,000 －4011無法

電１管１
福岡県大野城市仲畑２－１１－１５〒816-0921

志賀　祐光109928

TEL 092-212-8833

（株）中央エンジニアリング 9,000 －4001無法

電１機１
福岡県福岡市城南区荒江１－２３－５－Ｂ－１０２〒814-0101

岩下　公士109929

TEL 092-519-8280

（株）ビー・アール・エム 7,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１し１解１
福岡県福岡市東区舞松原２－１０－７〒813-0042

青山　芳博109930

TEL 092-862-0958

駒田工業（株） 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市城南区樋井川７－１－１－２０２〒814-0153

駒田　真一109931

TEL 092-263-6033

フクハン（株） 10,000 －4001有法

と１鋼１
福岡県福岡市博多区石城町７－１３〒812-0032

津田　悦夫109933

TEL 092-408-5113

本馬組 －4001無個

大１
福岡県福岡市城南区樋井川３－２９－２８－Ａ１０３〒814-0153

本馬　伸二109934

TEL 092-410-5757

（株）池上建設 5,000 －4001無法

大１
福岡県古賀市新原７０７－７〒811-3127

池上　善行109936

TEL 0946-25-1186

内田土木 －4006無個

土１
福岡県朝倉市秋月野島７０３－１〒838-0011

内田　茂109938

TEL 0930-22-7168

大樹建設 －4005無個

土１建１と１
福岡県行橋市南大橋３－５－２〒824-0032

森渕　卓二109939

TEL 0930-25-7286

（株）大濱管工業 5,000 －4005有法

土１と１管１水１
福岡県行橋市北泉１－１－１〒824-0033

大濱　敏春109940

TEL 0949-28-9910

（株）プランドゥシィ 5,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字上新入１６１４－６〒822-0033

山﨑　信利109941

TEL 0949-32-9872

（株）ヘイワテック 8,000 －4004無法

鋼１
福岡県宮若市宮田６４１－１３〒823-0011

西　久道109942

TEL 092-431-4321

（有）博多ビニール工業所 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区板付１－１１－２４〒812-0888

田島　啓男109944
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TEL 0943-72-9160

（株）共栄設備 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県久留米市田主丸町田主丸１０７７－１４〒839-1233

西見　典道109945

TEL 0942-65-9914

伊藤設備 －4002無個

管１
福岡県小郡市古飯４８０－１〒838-0124

伊藤　哲也109946

TEL 0942-64-4565

（株）水処理シバオ 1,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市三潴町福光８７－２〒830-0114

柴尾　忠利109947

TEL 092-936-4600

（株）エイムアロー 29,300 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡志免町志免中央２－２－３７〒811-2244

仲上　精一郎109948

TEL 092-801-3264

（株）松岡工事 3,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－２－１３〒814-0165

松岡　秀明109950

TEL 092-934-2608

（株）三起塗装工業 1,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡宇美町井野４１３－８〒811-2104

松岡　兼詩109952

TEL 092-518-9968

アットテック －4001無個

鋼１
福岡県福岡市博多区博多駅南２－１４－４－５０１〒812-0016

藤林　秀彦109953

TEL 092-776-1072

山﨑内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区内野７－５－４〒811-1123

山﨑　久慶109954

TEL 092-632-8572

池上組 －4001無個

大１
福岡県福岡市博多区千代５－１－４－３２７〒812-0044

池上　貴宏109955

TEL 092-692-6500

（株）大博 5,000 －4001無法

左１
福岡県糟屋郡宇美町光正寺２－２－２１〒811-2123

　本　博一109956

TEL 092-561-5711

中武組 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区野多目５－１３－１０－３０１〒811-1347

中武　勝真109957

TEL 093-616-2417

廣田電気（株） 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城３－２１－２２〒807-0801

廣田　速仁109958

TEL 093-453-3730

（株）ミナミ 5,000 －4008有法

塗１
福岡県北九州市小倉南区大字母原７－２〒803-0187

南薗　真也109959
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TEL 093-662-8173

（株）長尾電気工業 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区前田２－１５－８〒805-0069

長尾　又幸109961

TEL 093-776-2864

白石組 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区青山２－４－１０－３０６〒806-0043

白石　直也109962

TEL 0944-63-3628

（株）筑後工業 5,000 －4007無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県筑後市大字下妻２８１－６〒833-0021

江口　育也109963

TEL 0942-65-4670

日進塗装 －4002無個

塗１
福岡県久留米市高良内町６９１－７〒839-0852

鶴　大輔109964

TEL 0947-42-5067

（株）倉本組 5,000 －4009無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県田川市大字位登１６０９－４〒826-0044

倉本　勝109965

TEL 0948-21-0723

ＫＡＺＵ．コーポレーション（株） 1,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市小正２２－１－１０６〒820-0089

数山　恭朗109966

TEL 092-923-6505

（株）アイエス技研 1,000 －4011無法

建１
福岡県太宰府市大字北谷６８０－１〒818-0114

池　慎也109967

TEL 092-410-3355

丸技建 －4001無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県糟屋郡宇美町明神坂３－３－３７〒811-2122

丸目　功109968

TEL 092-952-5270

（株）田中産業 300 －4011無法

と１井１
福岡県那珂川市道善１－７３〒811-1254

田中　克博109971

TEL 092-323-8460

（株）玉元工業 5,000 －4001無法

大１
福岡県糸島市高祖７８１－１５〒819-1571

玉元　秀典109972

TEL 092-516-2215

Ｋ，Ｐｉｌｉｎｇ（株） 2,200 －4001無法

と１
福岡県福岡市城南区梅林１－６－１８－２０１〒814-0144

角　稚枝109973

TEL 0948-42-1232

（株）安建工業 5,000 －4010無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉麻市漆生８８９－２〒820-0201

山本　民子109974

TEL 0947-63-3048

（有）安産業 20,000 －4009有法

土１建１と１鋼１舗１水１解１
福岡県田川郡大任町大字今任原３４８０〒824-0512

安方　義幸109975
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TEL 0942-65-8109

インテリア　ミヤハラ －4002無個

内１
福岡県久留米市御井町５８９－１〒839-0851

宮原　政博109976

TEL 092-541-3951

大神工業（株） 10,000 －4001有法

鋼１機１
福岡県福岡市南区桧原２－３２－１〒811-1355

桒野　英治109978

TEL 092-722-5555

（株）ドマーニ 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区薬院２－２－２８〒810-0022

川口　貴洋109979

TEL 092-441-1321

和田機工（株） 30,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区豊１－１０－１９〒812-0042

和田　光一郎109980

TEL 0942-44-1392

（株）孝研エンジニアリング 5,000 －4002有法

管１
福岡県久留米市東合川８－５－１〒839-0809

長野　功二109981

TEL 0942-77-2188

（株）佐藤建設 5,000 －4002無法

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２３２１－５〒830-1221

佐藤　守夫109982

TEL 0943-32-3724

竹林整備産業 －4007無個

土１と１舗１解１
福岡県八女郡広川町大字新代９６３－２〒834-0115

田中　光弘109983

TEL 092-408-2386

（株）高廣工業 1,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市南区長丘５－１１－５－４０３〒815-0075

笹山　高廣109984

TEL 092-891-0953

（株）ゆうでん 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区姪の浜６－１４－７〒819-0002

津田　裕之109985

TEL 092-834-6349

内川カッター －4001無個

と１
福岡県福岡市西区野方２－３９－３６－５〒819-0043

内川　吉樹109986

TEL 092-452-2569

ＩＤＧ組（株） 30,000 －4001有法

土２と２鋼２舗２水２
福岡県福岡市博多区東光２－１－１３〒812-0008

吉岡　清二109987

TEL 092-576-9465

（株）住楽 200 －4011無法

左１
福岡県春日市春日７－９９－１０１〒816-0814

吉冨　巌109989

TEL 092-953-4653

東組 －4011無個

大１
福岡県那珂川市松木６－４－２２〒811-1251

東　利彰109990
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TEL 0948-22-0843

リベラルホーム（株） 9,000 －4010無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
福岡県飯塚市下三緒３２４－１〒820-0012

坂口　浩二109991

TEL 0942-32-8291

渡辺プロパンガス（株） 10,000 －4002有法

管１
福岡県久留米市野中町１２８８〒839-0862

渡邊　精一109994

TEL 0946-52-1844

ノムラカッター －4006無個

と１
福岡県朝倉市烏集院３９８〒838-1301

野村　正治109995

TEL 0946-42-3497

伊藤電設 －4006無個

電１
福岡県朝倉郡筑前町東小田７２２〒838-0214

伊藤　和雄109996

TEL 093-571-4336

（株）トミタ企画 5,000 －4008有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉北区高峰町１０－３２－１０２〒803-0826

富田　章徳109997

TEL 093-481-3911

（株）ＷＳコンストラクション 10,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市門司区新門司１－１４－６〒800-0115

水之江　充109998

TEL 093-481-3511

（株）ＥＳコンストラクション 10,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市門司区新門司１－１４－６〒800-0115

大山　道夫109999

TEL 093-647-1011

（有）ベネックス 3,000 －4008無法

建１防１
福岡県北九州市小倉北区足立３－４－２２〒802-0042

中谷　幸二110000

TEL 093-631-3181

（株）安川トランスポート 30,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－２〒806-0004

山住　猛110001

TEL 0940-72-4073

内海ホーム －4008無個

建１
福岡県宗像市吉留３５４２〒811-4153

内海　大助110002

TEL 093-473-3862

濱近組 －4008無個

大１
福岡県北九州市小倉南区津田１－２－４３－２０１〒800-0242

濱近　匡士110003

TEL 093-553-0948

（株）ジーンズ 5,000 －4008無法

と１
福岡県中間市岩瀬４－７６３－２〒809-0011

藤田　剛110004

TEL 093-571-2564

（有）川原建設 10,000 －4008無法

土１建１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区日明５－１－１３〒803-0831

長山　鎮次110005
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TEL 092-405-6867

あくてむ（株） 3,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市東区三苫１－３－５５〒811-0201

赤沼　栄治110006

TEL 092-432-0550

（株）藤本設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－２０－８〒812-0016

藤本　雅一110007

TEL 092-948-3580

田村基礎土木（合） 5,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲９５４－１〒811-2413

田村　節雄110008

TEL 092-662-8357

森内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区唐原５－６－４０〒813-0001

森　好弘110010

TEL 093-965-7020

（有）Ｙｅｌｌｏｗ 3,000 －4008有法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区徳力１－４－１〒802-0974

華山　龍一110012

TEL 093-571-2424

（株）ジェー・フィルズ 3,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市小倉北区中井５－１２－３０〒803-0836

谷　一身110013

TEL 093-233-7845

辰塗装 －4008無個

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区南八千代町８－３１〒806-0024

諏訪下　辰樹110014

TEL 093-981-7983

（株）福田工業 1,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡水巻町吉田東４－９－１５〒807-0045

福田　正太110015

TEL 093-961-7799

（株）ＮＫＳ 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区蒲生２－４－２６〒802-0978

堀　滋子110016

TEL 093-391-2550

（有）ワールドサンエイ 20,000 －4008有法

建１電１
福岡県北九州市門司区大里本町２－２－２２〒800-0063

藤原　聖二110017

TEL 093-202-2422

（株）佐山商会 5,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡水巻町中央２－１５－１０３〒807-0023

佐藤　伸二110018

TEL 0947-42-9178

福田建設（株） 5,000 －4009無法

土１と１解１
福岡県田川市白鳥町５－１０－２〒825-0003

福田　良隆110019

TEL 0947-45-2900

ＭＡＧＮＡ　ＪＡＰＡＮ（株） 20,000 －4009無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県田川市大字夏吉１４００〒825-0004

池田　剣悟110020
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TEL 092-553-8710

（株）アップストーン 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区塩原１－７－１１〒815-0032

石江　弘司110021

TEL 092-585-0331

島田工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区日佐３－１５－２１〒811-1313

島田　貴光110022

TEL 092-588-5577

（株）ミヤモト電気 9,500 －4011無法

電１
福岡県春日市宝町４－３２－３〒816-0807

宮本　俊夫110024

TEL 0979-72-3355

（株）宮瀬組 1,000 －4005無法

土１
福岡県築上郡上毛町八ッ並１４－７〒871-0903

宮瀬　芳文110025

TEL 092-626-2244

（株）イコー福岡 35,000 －4001無法

建２大２屋２内２
福岡県福岡市東区多の津４－８－３１〒813-0034

塚﨑　義治110026

TEL 092-938-1856

（株）原工務店 5,000 －4001無法

建１鋼１内１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西２－３－７〒811-2316

原　健一110027

TEL 092-622-8335

（株）白金 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡志免町別府北２－２－５－７０３〒811-2233

松尾　光一110028

TEL 093-881-0384

正内塗装（株） 20,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市戸畑区小芝３－９－２０〒804-0092

浦野　昌美110030

TEL 092-885-1734

（有）幸水 3,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市早良区小田部１－２９－３１〒814-0032

本多　利幸110031

TEL 092-692-5603

（株）誠榮技巧 5,000 －4001無法

板１具１
福岡県糟屋郡宇美町原田３－３２－１０〒811-2132

佐々木　誠110032

TEL 0979-82-3376

建築ＳＴＵＤＩＯＥＴＯ －4005無個

建１
福岡県豊前市大字六郎２２７〒828-0033

衛藤　聖110035

TEL 093-471-9050

フリースタイル（株） 3,000 －4008無法

板１ガ１具１
福岡県北九州市小倉南区田原新町２－１２－２－１０２〒800-0226

川添　寿樹110036

TEL 093-631-0631

（株）原田興産 20,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水１－２－７〒806-0051

原田　幸典110037
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TEL 092-558-9523

（有）とみた 3,000 －4011有法

建１
福岡県大野城市御笠川２－１－１２〒816-0912

冨田　宜弘110038

TEL 0942-72-1514

米倉組 －4002無個

土１舗１水１
福岡県小郡市乙隈４５７－２〒838-0104

米倉　勝士110039

TEL 0942-22-2008

（株）富松電気工事 1,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市高良内町４５９６－２３〒839-0852

富松　立實110040

TEL 092-822-3350

（株）アケマテック 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区小田部１－２－１６〒814-0032

大崎　郁雄110041

TEL 092-882-6305

九州テクノ（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市西区愛宕１－１７－１３〒819-0015

畠田　博110042

TEL 092-944-5333

（株）Ｒコーポレーション 6,500 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県古賀市久保５７３－３１〒811-3115

野田　恭子110043

TEL 092-562-6141

（株）ツインポケット 10,000 －4001無法

鋼１内１
福岡県福岡市南区野間１－２１－１－２０５〒815-0041

松本　研二110045

TEL 092-939-7850

インズホーム（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻８１－１７〒811-2313

因　みどり110046

TEL 092-627-3535

（株）新栄輸送 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市東区原田１－２２－４０〒812-0063

清水　晃110047

TEL 092-735-3136

（有）ミズテック 3,500 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区今川１－１－１９－２０１〒810-0054

水守　勝美110048

TEL 093-701-8338

（株）ＥＯ 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県遠賀郡岡垣町内浦２２４〒811-4203

牧山　基誠110049

TEL 0949-28-8530

赤間建設 －4004無個

土１
福岡県直方市植木４８６－１〒822-0031

赤間　貴賢110050

TEL 093-342-8570

永田工業（株） 1,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市門司区大字田野浦１０３６－６〒801-0803

永田　孝行110051
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TEL 0930-31-0109

（株）ＨＫ 1,000 －4005無法

と１鋼１解１
福岡県京都郡苅田町与原１－２－４〒800-0323

細川　達矢110052

TEL 0979-82-8202

やまもと工務店 －4005無個

建１
福岡県豊前市恒富５３－１〒828-0025

山本　鉄平110053

TEL 0947-45-5945

（株）大場工業 3,000 －4009無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１消１
福岡県田川郡川崎町大字池尻１０２１－６〒827-0002

大場　幸弘110054

TEL 093-641-5376

（株）春田工業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区鉄竜１－１－４９－３１３〒806-0058

春田　一策110055

TEL 092-409-7491

（株）キャリアモンキー 1,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区那珂３－１５－１０エムビル１－２〒812-0893

鮎川　一幸110056

TEL 092-586-5522

（株）ＣＲＥＳＴ 100 －4001無法

土１建１大１と１タ１内１
福岡県福岡市南区的場１－１４－１－４０５〒811-1314

早田　貴久110057

TEL 092-503-8300

（株）ネットーワークス 5,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２３－５２〒812-0863

松尾　善信110058

TEL 092-586-6838

（株）アスロード 25,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区古門戸町７－３〒812-0029

石坂　善治110059

TEL 092-663-3231

髙山組 －4001無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区松崎３－２８－１５〒812-0035

髙山　政信110060

TEL 0944-85-5252

（株）江﨑解体工業 5,000 －4003無法

土１と１解１
福岡県柳川市大浜町１６４２－５７〒832-0053

江﨑　安宏110061

TEL 0942-22-8054

荒木組 －4002無個

土１建１大１と１
福岡県久留米市国分町１０８８－１４〒839-0863

荒木　崇良110062

TEL 0948-80-5004

（株）さくら防災 5,000 －4010無法

電１消１
福岡県飯塚市大分２１７７〒820-0712

瀧本　恵司110063

TEL 092-645-2788

（株）Ｆ　ＢＡＳＥ 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区東浜２－４５－１〒812-0055

各務　理恵110064
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TEL 0946-23-9095

（株）一輝建設 5,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県朝倉市甘木２１９２－３〒838-0068

熊谷　裕樹110065

TEL 0943-31-8210

（株）巧栄工務店 5,000 －4007無法

建１大１
福岡県八女市立花町下辺春２４３３－５〒834-0073

江藤　孝幸110068

TEL 0944-51-9339

（有）トータルアシスト・ジャパン 5,000 －4003有法

管１
福岡県大牟田市新勝立町４－８５－１１〒836-0895

本多　太治110069

TEL 092-915-0213

マツナガ（株） 1,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市中央２－１－１４〒816-0942

矢野　範之110070

TEL 092-504-6081

（有）ヤマト 3,000 －4011有法

タ１内１
福岡県大野城市川久保２－１５－２４〒816-0905

島田　博文110071

TEL 092-334-1795

藤田電設工業 －4001無個

電１
福岡県糸島市波多江字馬渡２９７－６〒819-1104

藤田　潤110072

TEL 0949-24-2226

（株）光正 5,000 －4004無法

土１と１舗１解１
福岡県宮若市龍徳６６４－２５〒823-0001

吉田　美智代110073

TEL 0949-32-3980

（株）花田工業 5,000 －4004無法

土１建１と１石１屋１し１解１
福岡県宮若市宮田２４８２－２〒823-0011

花田　裕一110074

TEL 0948-80-6140

上村建設 －4010無個

土１
福岡県飯塚市大日寺１７９－１〒820-0046

上村　剛110075

TEL 092-581-9937

（有）篠原ホームサービス 5,000 －4001無法

建１屋１タ１塗１内１
福岡県福岡市南区日佐４－１２－１２〒811-1313

篠原　誠110076

TEL 0943-32-1717

大森電設 －4007無個

電１
福岡県八女郡広川町大字新代５７７－１〒834-0115

大森　寛幹110077

TEL 092-517-2554

岡部組 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区鶴田２－１８－４３〒811-1352

岡部　隆110078

TEL 0946-23-9320

三和電設 －4006無個

電１
福岡県朝倉郡筑前町上高場９２６－２〒838-0821

清武　邦正110079
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TEL 0949-32-8160

（有）コスモニカ 10,000 －4004有法

機１
福岡県宮若市倉久２５１７番地１〒823-0017

森貞　千惠子110082

TEL 092-558-0005

（有）福冷機工 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区東月隈４－７－４〒812-0854

中山　静香110085

TEL 092-629-1117

オージーテック（株） 20,000 －4001無法

建２大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗２防２内１絶１具１解１
福岡県福岡市博多区吉塚４－３－３７〒812-0041

麻生　進110087

TEL 092-963-3331

（株）Ｎテック 1,000 －4001無法

防１
福岡県糟屋郡新宮町下府５－１１－３０〒811-0112

永田　俊康110088

TEL 093-981-9869

稲積工業（株） 5,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市門司区上馬寄３－６－２〒800-0042

八木　寛110089

TEL 093-602-2296

藤建設工業（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区本城東４－７－５〒807-0815

江藤　義春110090

TEL 093-752-0611

鶴丸総合サービス（株） 10,000 －4008有法

土１と１機１
福岡県北九州市若松区本町１－４－２１〒808-0034

鶴丸　俊輔110091

TEL 093-952-5855

（株）不二工販 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区吉野町１１－３４〒802-0085

不二　治110092

TEL 093-701-8975

（株）Ａｓｓｔｅ 20,000 －4008無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県中間市大字下大隈１１２３－１〒809-0004

小松　龍介110093

TEL 0923-591-1785

東洋警備保障（株） 10,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区今町１－１－４１〒803-0862

岩﨑　徳男110094

TEL 093-201-0325

石塚住設ガス（株） 10,000 －4008有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県遠賀郡水巻町吉田東２－２２－１７〒807-0045

石塚　隆司110095

TEL 0942-45-6050

システム空調 －4002無個

管１
福岡県久留米市山川町３１１１－２〒839-0817

石橋　正稔110096

TEL 0942-53-4638

（株）重松塗装 2,000 －4007無法

塗１
福岡県筑後市大字蔵数６８５－１〒833-0054

重松　昇110097
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TEL 0944-88-8142

信和工業（株） 1,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県大牟田市上屋敷町２－１－２５ＳＨＩＮＷＡビル１階〒836-0072

新谷　重人110100

TEL 0942-33-5446

龍野塗装店 －4002無個

塗１
福岡県久留米市長門石２－６－１９〒830-0027

龍野　雅之110101

TEL 0943-75-2238

栁組 －4002無個

左１
福岡県うきは市吉井町１２１７〒839-1321

栁　英樹110103

TEL 092-287-5465

（株）リヤン 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区愛宕１－７－１７〒819-0015

佐藤　哲也110106

TEL 092-866-0701

（株）志高社 1,500 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区賀茂４－１１－６－Ａ１０２〒814-0164

志賀　高110107

TEL 093-616-2935

（株）啓成 5,000 －4008有法

建１屋１タ１
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方１－２－１７〒807-1141

武内　勝彦110108

TEL 093-245-8052

三協機工（有） 3,000 －4008無法

機１
福岡県中間市七重町１９－２３〒809-0027

坂本　研治110109

TEL 093-616-9471

（株）松永総合設備 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡東区祇園２－２－１２〒805-0067

松永　久雄110110

TEL 093-341-1370

（株）清人 1,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市門司区黒川西１－６－１〒801-0825

清沢　寛乙110112

TEL 093-483-1547

（株）フロンティア 5,500 －4008有法

建１
福岡県北九州市門司区大字今津１１４－４〒800-0111

吉岡　頼臣110113

TEL 093-777-8120

（株）クラウチ電機 2,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市八幡東区山路松尾町２９－１０〒805-0033

藏内　拓矢110114

TEL 093-612-8429

（株）明石工務店 4,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区上の原３－８－１０〒807-0071

笠　正美110116

TEL 093-612-3877

米澤工務店 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区上上津役２－２３－２７〒807-0072

米澤　孝志110117



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1248頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-591-7412

濱工業 －4008無個

機１
福岡県北九州市小倉北区白萩町４－１６〒803-0825

濱　和義110118

TEL 0948-25-0841

（有）インテリアコクマイ 3,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市小正２５－１２〒820-0089

國米　征吾110119

TEL 093-953-6770

メック．サービス（株） 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区上葛原－２２－２７－Ａ４〒800-0255

秋吉　良一110120

TEL 0979-82-0787

古屋工務店 －4005無個

解１
福岡県豊前市大字川内２０２５〒828-0013

古屋　敏治110121

TEL 0942-27-7671

西日本プレイン（株） 5,000 －4002無法

絶１
福岡県久留米市西町１２９１－２〒830-0038

小林　茂110122

TEL 092-409-2056

宗像総合開発（株） 50,000 －4001無法

土２と２石２電２鋼２舗２
福岡県福岡市博多区博多駅南３－１９－１４７－７－Ｅ〒812-0011

ウェ　ツンズ110125

TEL 092-321-4850

（株）創和建設 600 －4001無法

大１
福岡県糸島市泊９８９－２〒819-1111

扇　哲哉110126

TEL 092-408-6661

（株）エーシーライズ 1,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市南区寺塚１－２０－２０〒815-0074

武井　将高110127

TEL 0943-24-4349

入江塗装店 －4007無個

塗１
福岡県八女市蒲原１６６６－６〒834-0064

入江　敏男110130

TEL 092-621-3152

（株）馬場製作所 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡志免町別府北２－９－１１〒811-2233

馬場　信治110131

TEL 093-883-9652

（株）ＡＩＲ－ＴＥＣ 5,000 －4008無法

と１鋼１解１
福岡県北九州市八幡西区清納２－６－７〒806-0013

山下　恵良110132

TEL 0940-37-0312

築城建設（株） 500 －4008無法

建１
福岡県宗像市村山田７３９－７〒811-3434

築城　実110133

TEL 093-95-9920

順之建築工房 －4008無個

土１建１大１左１と１石１屋１筋１板１塗１内１解１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－７－２３〒802-0821

荒川　順之110134
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TEL 093-761-1031

神野建設（株） 95,000 －4008無法

土２と２石２舗２し２水２
福岡県北九州市若松区大字安瀬２５－１〒808-0022

神野　康110135

TEL 093-321-0830

（有）シンエイ厨房 5,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市門司区西海岸３－１－６０〒801-0841

松下　拓司110136

TEL 092-404-0049

（株）ＧＲＡＦＴ 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区板付５－５－１６－１０２〒812-0888

杉尾　洋110139

TEL 0943-32-1788

八女園芸工業（株） 8,000 －4007無法

建１
福岡県八女郡広川町大字長延１４〒834-0105

丸山　信夫110140

TEL 0949-26-2779

竹本建築 －4004無個

建１
福岡県直方市大字頓野２０３２－１〒822-0002

竹本　秀伸110141

TEL 0979-23-3196

吉富技建 －4005無個

建１
福岡県築上郡吉富町今吉１３－４〒871-0822

三村　勝也110142

TEL 0947-85-8920

（株）日本守環 3,000 －4009無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川市大字伊田３５０６－１－２〒825-0002

安永　隆弘110143

TEL 0947-45-6873

（株）みのる工業 5,000 －4009無法

と１
福岡県田川市大字糒１００－１〒826-0005

尾場　実110144

TEL 092-834-3202

久保シーリング －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区早良４－３１－２５〒811-1122

久保　晃110145

TEL 092-715-7083

（株）ドリーム 10,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市中央区笹丘１－３５－９〒810-0034

塚本　一明110146

TEL 092-936-1035

（株）溝部空調サービス 100 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡志免町桜丘３－１６－３〒811-2201

溝部　幸一110147

TEL 092-260-9137

アクセス管工（株） 5,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡志免町別府西２－２４－１－８０５〒811-2232

下深迫　賢一110148

TEL 0946-23-8369

松岡工業 －4006無個

筋１
福岡県朝倉市相窪３２８－９〒838-0025

松岡　良和110149
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TEL 092-609-9368

（株）グローバル・ソリューション 8,000 －4001無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１
福岡県福岡市東区唐原１－３－２３Ｋ－プラザ２Ｆ〒813-0001

篠﨑　孝二110150

TEL 093-941-0245

（有）松尾建装 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉北区黒住町１１－２５〒802-0056

松尾　孝志110151

TEL 092-612-8133

（株）恭和 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区空港前５－２－１２－２０４〒812-0002

山口　恭平110153

TEL 0949-26-3259

南断熱工業（株） 5,000 －4004無法

絶１
福岡県直方市大字感田１８１８－２６〒822-0001

南　伸次110154

TEL 0930-24-2815

広本工務店（株） 5,000 －4005無法

建１大１
福岡県行橋市行事２－６－５３〒824-0001

廣本　昌幸110155

TEL 0942-33-7272

（有）マスターピース 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市本町２－２３　豊国産業ビル４０２〒839-0852

斉藤　亮一110156

TEL 092-804-3111

ＨＹ建築（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区早良２－２１－１２〒811-1122

吉川　浩司110157

TEL 092-408-8963

（株）晃建装 2,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市南区野多目５－１９－３１〒811-1347

宮元　晃110158

TEL 092-933-9535

（株）シーウエスト 1,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡宇美町桜原１－２４－１２〒811-2109

西村　幸次郎110159

TEL 092-525-7155

（有）フロムワン 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区笹丘２－５－８〒810-0034

佐保　誠治110160

TEL 092-776-3837

（株）アートライズ 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市東区唐原７－５－３３〒813-0001

石井　健一110161

TEL 092-516-9972

（株）丸繁 5,000 －4011無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県那珂川市大字西畑字向原２５７－２〒811-1246

古森　茂一110162

TEL 092-565-3099

平田組 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区桧原５－１７－２７－１０５〒811-1355

平田　謙二110164
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TEL 092-608-3399

（株）インテリア２１ホームサービス 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区奈多１－１－１０〒811-0204

吉岡　秀雄110165

TEL 092-404-0666

日本テクノ技建（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区月隈２－５－４７－６０１〒812-0858

木村　寿夫110167

TEL 092-451-0039

（株）スペース・プランテック 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１９－２９〒812-0016

中山　和美110168

TEL 092-409-3970

（株）オフィス・テック 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区山王１－８－３５〒812-0015

栗田　貢次110169

TEL 092-821-3235

ヨシ電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区小田部５－２０－２〒814-0032

杉山　義和110170

TEL 092-210-1290

（合）中田防水 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市東区箱崎４－４０－１８赤い風船ビル１０５号〒812-0053

中田　啓介110171

TEL 0949-25-7025

友好産業（株） 1,000 －4004有法

土１と１舗１水１解１
福岡県直方市大字下境１５３２〒822-0007

和田峯　幸生110174

TEL 093-383-5858

（有）ＪＵＮ機工 3,000 －4005有法

機１
福岡県京都郡苅田町若久町３－２２－１〒800-0302

岩永　利治110175

TEL 092-982-6324

悠建設（株） 100 －4011無法

大１
福岡県那珂川市下梶原２－３－１４〒811-1222

野副　雄一110176

TEL 0942-52-7355

（株）北原造園土木 5,000 －4007無法

園１
福岡県筑後市長崎４１４－６〒833-0042

北原　幸利110177

TEL 093-981-4725

（株）ドアベル 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区御開５－２－４〒807-0806

塚田　俊英110178

TEL 0940-52-0430

魚住建設 －4008無個

建１
福岡県福津市津屋崎４－１２－５〒811-3304

魚住　節子110179

TEL 093-871-9787

戸畑吉村工業（有） 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市戸畑区牧山新町１－２８－５０２〒804-0054

　村　高110180
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TEL 093-931-6658

（株）髙峯建設 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区八幡町７－１９〒802-0805

髙峯　靖110182

TEL 093-981-0928

（株）永田産業 5,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉南区横代北町１－１２－７〒802-0821

永田　朋章110183

TEL 0946-42-5553

福岡ネット工業（株） 5,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈６２１－１１〒838-0215

塩井　智春110184

TEL 0942-62-6337

四恩システム（株） 4,400 －4002有法

機１
福岡県久留米市城島町大依３６３－２〒830-0205

二田　純慈110185

TEL 0943-43-5745

川原電気商会 －4007無個

電１
福岡県八女市緒玉２７８－３〒834-0041

川原　裕行110186

TEL 0944-53-3711

（株）三松商会 10,000 －4003有法

機１
福岡県大牟田市草木１４４－１〒837-0917

松藤　重範110187

TEL 093-617-5838

城緑化建設（株） 5,000 －4008無法

土１と１舗１園１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大字金剛１４５－１〒807-1263

城　雅美110189

TEL 092-936-4760

藤組 －4001無個

大１
福岡県糟屋郡志免町別府１－１７－１〒811-2205

藤　治義110190

TEL 092-474-6830

（株）エディハウス 1,250 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－３６－３２－３Ｆ〒812-0011

永濱　靖之110191

TEL 092-692-9603

（株）グリーンウッドデザイン 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区香住ケ丘６－５－１３〒813-0003

栗原　克也110193

TEL 093-651-9912

（株）テクノライフ 2,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡東区勝山１－１８－３３〒805-0043

山下　正治110194

TEL 093-481-4413

橋本建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区大字伊川１８５〒800-0101

橋本　茂身110195

TEL 093-383-0823

（株）保手濱工業 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区徳力２－６－１２〒802-0974

保手濱　和幸110196
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TEL 093-981-7911

本多設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市若松区藤ノ木１－３－３〒808-0074

本多　信太郎110197

TEL 092-834-2992

（株）坂本工業 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市西区大字羽根字小松９３－１〒819-0038

坂本　省三110199

TEL 092-566-2167

北川工房 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区花畑２－１１－３〒811-1356

北川　和利110200

TEL 092-803-0031

Ｎ・Ｓ工業（株） 1,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区脇山１－１６－１５〒811-1111

野田　真二110201

TEL 092-804-2777

（株）エアークラフト 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区内野８丁目２－１４〒811-1123

樋口　正義110203

TEL 093-482-8230

（株）一栄 10,000 －4008無法

管１機１
福岡県遠賀郡遠賀町若松２４０９〒811-4304

野田　博一110204

TEL 093-617-0647

川原鉄工所 －4008無個

建１鋼１
福岡県北九州市八幡西区香月中央３－５－４６〒807-1102

川原　敏男110205

TEL 093-791-0621

日本造船鉄工（株） 30,000 －4008有法

鋼１塗１
福岡県北九州市若松区藤ノ木３－７－３１〒808-0074

上野　隆蔵110206

TEL 093-223-2241

内野工務店 －4008無個

建１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿７－２６〒807-0141

内野　雅和110207

TEL 092-595-2383

福岡塗装技研 －4011無個

塗１
福岡県春日市松ヶ丘４－７３－２〒816-0843

村上　了也110208

TEL 092-981-3557

（株）アールツー施工 5,000 －4011無法

建１内１
福岡県春日市一の谷６－６７－１〒816-0852

國友　平110209

TEL 0942-73-4181

（株）ユニオン建設 5,500 －4002無法

と１
福岡県小郡市下岩田２３２５〒838-0123

田中　あけみ110211

TEL 0930-24-8920

（有）新日本産業 3,000 －4005有法

土１と１解１
福岡県行橋市行事１－１６－５６〒824-0001

磯崎　康雄110212
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TEL 0942-52-7835

緑光園 －4007無個

園１
福岡県筑後市大字長浜１４６４〒833-0005

渡辺　秀典110214

TEL 092-807-0685

（有）コスモテック 3,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市西区大字千里５３２－６〒819-0374

冨岡　昭子110215

TEL 092-260-1057

（株）三友塗装 500 －4001無法

塗１
福岡県福岡市博多区千代３－４９－３〒812-0034

久本　晃三110216

TEL 092-719-1130

筑洋開発（株） 5,000 －4011有法

土１
福岡県筑紫野市筑紫１２７０－１〒818-0025

田中　一明110218

TEL 092-409-9705

（有）カワノ電気設備工業 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区下呉服町５－２７〒812-0034

河野　政利110219

TEL 092-936-8959

（有）フェニックスカンパニー 3,000 －4001無法

と１タ１
福岡県糟屋郡志免町桜丘５－１１－１〒811-2201

河野　倫徳110220

TEL 0948-52-3699

（株）清水組 1,000 －4010無法

大１
福岡県飯塚市片島３－１６－２５〒820-0068

清水　孝司110221

TEL 0930-24-6975

（有）行橋産業 3,000 －4005無法

タ１
福岡県行橋市西宮市５－２３－３２〒824-0031

野中　龍己110222

TEL 0942-72-4415

成冨住宅設備 －4002無個

管１
福岡県小郡市松崎８３０－３〒838-0122

宮﨑　昭子110223

TEL 093-953-6269

えにしｉｎｇ －4008無個

建１大１
福岡県北九州市小倉南区徳吉西１－１７－３〒803-0278

尾田　修110224

TEL 093-965-7250

真成（株） 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区横代南町５－９－１０〒802-0826

加藤　真一110225

TEL 093-474-1152

日本メタル・システム（株） 2,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区朽網西１－７－４〒800-0233

藤崎　克彦110226

TEL 093-571-5922

北九エーエルシー －4008無個

タ１
福岡県北九州市小倉北区中井２－３－２２〒803-0836

藥師寺　智110227
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TEL 093-884-1118

（株）中川塗装工業 1,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市戸畑区小芝３－２－７－１０３〒804-0092

中川　哲110228

TEL 092-402-1430

（株）一産業 9,500 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区柳瀬１－４－５〒811-1321

東野　晃樹110229

TEL 092-332-2261

カクデコ －4001無個

内１
福岡県糸島市志摩桜井４１３３〒819-1304

桑原　一啓110230

TEL 092-803-0156

（株）ＹＫ内装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区西入部２－１２４〒811-1121

後藤　和男110231

TEL 092-776-2623

（合）東洋企画 1,000 －4011無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県大野城市中１－４－２２オフィスパレア中　Ａ－１〒816-0906

武富　稔和110234

TEL 092-582-3418

タカヤマ建設 －4011無個

大１
福岡県春日市白水ヶ丘２－１９４－１０１〒816-0845

高山　慎一郎110235

TEL 092-811-1717

（株）幸明建設 2,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市早良区四箇５－４５－１〒811-1103

後藤　悦子110236

TEL 092-883-5323

井上鉄筋 －4001無個

筋１
福岡県福岡市西区小戸５－５－２７－１０２号〒819-0001

井上　雅彦110237

TEL 092-471-8008

（株）タカシロ商事 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区山王２－１１－１７〒812-0015

髙城　英司110238

TEL 092-731-1824

（株）トラスト 5,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市中央区地行２－１０－４〒810-0064

池松　敏久110239

TEL 092-931-7707

（株）ＨＯＰＥ’ Ｓ 3,000 －4001無法

ガ１防１内１具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋５１０番地１〒811-2308

安部　祐一110240

TEL 092-558-7767

（株）メタルマート 5,000 －4001有法

鋼１板１
福岡県福岡市博多区金隈８１２－１２４〒812-0863

松本　征也110241

TEL 092-948-3601

（株）ＲＹＵＴＥＣ 600 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒５４４－１〒811-2415

齊藤　隆太110243
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TEL 093-632-3740

（株）ハルヤマ機工 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区別当町３０－３〒806-0062

春山　健司110244

TEL 093-342-3400

（株）住創 300 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市門司区黒川西１－３５－１０１〒801-0825

植田　研也110245

TEL 092-710-4800

（株）ファミデン 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区下呉服町９－２１〒812-0034

岩﨑　三菜美110246

TEL 0942-80-5108

（株）クリアコーポレーション 3,000 －4002有法

管１
福岡県久留米市山川追分２－２－１５〒839-0814

池田　修一郎110248

TEL 092-707-5750

（株）優輝建設 5,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区橋本１－４－７〒819-0031

山元　進一110249

TEL 092-451-1210

（株）オーニシ 50,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－３２〒812-0016

大西　怜110250

TEL 092-823-0081

（有）石井調査設計 3,000 －4001有法

と１井１
福岡県福岡市早良区原１－１５－３〒814-0022

石井　亮110251

TEL 092-691-4781

（株）安部組 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市東区みどりが丘２－１３－６〒813-0021

安部　周二110252

TEL 092-407-5699

（株）アステク産業 3,000 －4001無法

土１と１管１舗１園１水１
福岡県福岡市城南区干隈２－３８－２７〒814-0132

鍋山　正　110253

TEL 092-692-8083

ライトシステム －4001無個

消１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野３３－１〒811-2104

黒木　賢二110254

TEL 0948-28-5577

（株）八田工業所 3,000 －4010無法

管１鋼１機１
福岡県飯塚市伊川６０３〒820-0054

八田　一盛110256

TEL 0947-28-4171

井本鉄筋工業 －4009無個

筋１
福岡県田川郡福智町赤池５７８－２６〒822-1101

井本　明110257

TEL 0930-22-4552

佐藤鉄筋 －4005無個

筋１
福岡県行橋市大野井９０３－６－Ａ－１〒824-0041

佐藤　晃110258
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TEL 0930-26-1212

鼎工業（株） 10,000 －4005無法

塗１防１
福岡県行橋市南大橋４－２－８６〒824-0032

藤嶽　裕司110259

TEL 093-871-9127

（有）堀尾工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市戸畑区小芝３－５－９〒804-0092

堀尾　恒宣110260

TEL 0940-52-4141

的場興業（株） 1,000 －4008無法

と１解１
福岡県福津市宮司２－１３－２５〒811-3305

的場　竜二110261

TEL 093-692-7082

髙松ガス（株） 50,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区浅川台３－２０－１１〒807-0875

住吉　弘徳110263

TEL 093-611-3100

ロイヤル企画 －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西２－２－１１〒807-0074

庄司　俊一110264

TEL 092-474-6068

（株）シンワ建装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区那珂４－１８－１０－１００３〒812-0893

森　信和110265

TEL 0942-53-9210

（株）ウメダ 10,000 －4007有法

機１
福岡県筑後市大字西牟田４２２７－１〒833-0053

梅田　昌弘110266

TEL 092-836-9412

（株）タニガワ産業 5,000 －4001無法

左１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市城南区堤２－１６－５〒814-0151

谷川　進也110267

TEL 092-861-9260

（株）カネガエコーポレーション 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区西片江２－５－１８〒814-0141

鐘江　良治110268

TEL 092-791-6733

（株）オオテツ 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区天神４－８－２５〒810-0001

大賀　哲宏110269

TEL 092-981-6555

（株）宮崎空調 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区桧原３－１－１４〒811-1361

宮嵜　謙吉110270

TEL 092-410-8190

岡工サッシ －4001無個

建１ガ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市東区和白３－３－７〒811-0202

日髙　和幸110272

TEL 092-863-1452

（株）牟田内装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区野芥４－１５－１２〒814-0171

牟田　健110273



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-452-4202

（株）平成建設工業 20,000 －4001無法

土１建１と１舗１解１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－８－３〒812-0013

吉田　めぐみ110274

TEL 092-553-0065

（有）オークマ 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区南大橋２－２７－４〒815-0034

大隈　敬110275

TEL 092-517-6325

明石組 －4001無個

大１
福岡県福岡市西区今宿東３－２２－２７〒819-0161

明石　圭介110276

TEL 092-932-2201

（株）エム・ケイ・ガードテクノス 1,000 －4001有法

消１
福岡県糟屋郡宇美町宇美６－１８－８〒811-2101

川原　求110277

TEL 093-923-6600

（株）旭防災設備 2,000 －4008有法

電１消１
福岡県北九州市小倉南区若園２－１７－３５〒802-0816

笛田　誠110278

TEL 093-243-2867

（株）ワカフジ 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県中間市中鶴４－１５－８プレミールＮａｋａｍａ　１０１〒809-0037

梅野　慮羽子110279

TEL 093-452-3698

Ｊ－システム －4008無個

消１
福岡県北九州市小倉南区春吉５９８〒803-0265

三村　達美110280

TEL 093-230-2237

（株）ひびき電設 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市若松区今光２－２２－３３〒808-0071

酒井　泰司110281

TEL 092-707-9300

（株）ロレガクレイン 5,000 －4011無法

と１
福岡県春日市上白水１－１０フレンドハイツ１０５〒816-0844

諏訪　安弘110282

TEL 092-593-1628

ユウテック（株） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区諸岡３－６－３９〒812-0894

有森　百年110283

TEL 092-558-1567

（株）ＢｅＧｏｏｄリフォーム 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区柳瀬１－３４－７〒811-1321

森山　大地110284

TEL 092-920-1151

（株）アスピカンパニー 5,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市大字北谷７０２－１〒818-0114

東　信夫110285

TEL 0942-65-7335

自然住宅（株） 10,000 －4007無法

建１
福岡県筑後市西牟田４２３８－１〒833-0053

石井　秀和110286



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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1259頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-402-8226

（株）福岡照明 4,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５０２－８〒811-2304

佐野　孔一110287

TEL 092-851-2501

（株）久木原工務店 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区小田部５－１９－１８－１０１〒814-0032

久木原　圭一110288

TEL 0942-53-2072

野田マルヤス建設 －4007無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県八女郡広川町大字広川７４９－５〒834-0121

野田　優作110289

TEL 093-618-3226

後藤工務店 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区馬場山緑６－２７〒807-1133

後藤　光秀110290

TEL 093-244-1919

日川塗装 －4008無個

塗１
福岡県中間市蓮花寺２－４９０７－６０３〒809-0014

日川　哲110291

TEL 093-883-9878

（株）スプラウト 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市八幡西区茶売町２－１１〒806-0069

山下　信介110292

TEL 093-621-6976

（有）三溶冶金 3,000 －4008有法

土１と１管１鋼１機１解１
福岡県北九州市八幡西区洞南町１－１〒807-0812

中村　和載110293

TEL 0948-25-3140

川原板金工業 －4010無個

板１
福岡県飯塚市庄司２０２０－３〒820-0051

川原　和良110294

TEL 0948-43-8339

（株）フジ建装 5,000 －4010無法

塗１
福岡県飯塚市新飯塚６－６花宅ビル１０３〒820-0005

藤原　正明110295

TEL 092-582-5711

イシダ産機（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市南区井尻２－３２－２１〒811-1302

辰岩　修司朗110296

TEL 092-710-2261

（株）エイ．ビイ．アール 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市南区横手４－９－７〒811-1311

福田　隆二110297

TEL 092-558-5912

（株）Ａｓｓｉｓｔ 1,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区板付７－５－１３〒812-0888

内野　祥次110298

TEL 0943-52-2257

梅野瓦工事店 －4007無個

屋１
福岡県八女市星野村８４２２－１〒834-0201

梅野　政典110299



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0943-73-0486

今村板金工業 －4002無個

板１
福岡県久留米市田主丸町以真恵６７６－２〒839-1223

今村　正文110300

TEL 0942-39-1110

半田工業（株） 5,000 －4002無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市宮ノ陣２－５－５〒839-0801

半田　清110301

TEL 092-937-1070

有吉建工（株） 1,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡志免町大字吉原６４０〒811-2208

有吉　一110302

TEL 092-405-5755

（株）たか建築舎 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糟屋郡篠栗町若杉１００９－１〒811-2411

佐々木　隆110303

TEL 092-641-5551

日進化成工業（株） 16,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６－６－２７〒812-0051

夏山　孝司110304

TEL 0943-42-2010

（株）堤住宅建設 5,000 －4007無法

建１
福岡県八女市黒木町田代２４０７－５〒834-1205

堤　俊彦110305

TEL 092-791-7812

（株）ＨＫコーポレーション 2,000 －4001有法

土１建１大１と１屋１鋼１塗１内１水１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－８〒810-0004

有田　聖一110306

TEL 092-627-1066

（株）イング 1,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区東平尾１－１６－３９〒812-0853

池岡　信弘110307

TEL 092-939-2201

（株）香椎組 6,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈１９９－１〒811-2301

山脇　正雄110308

TEL 093-436-4983

サンサントホームサービスかわづ －4005無個

土１建１
福岡県京都郡苅田町尾倉３３０５－５〒800-0353

川津　紀子110309

TEL 0948-21-6025

Ｋ－Ｓ．リペイント －4010無個

塗１防１
福岡県飯塚市立岩１６０５－１６〒820-0003

植木　陽代110310

TEL 0947-85-8072

（株）アクトライズ 3,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡福智町弁城２４１９－１〒822-1212

田中　浩樹110311

TEL 0949-26-3339

元村板金（株） 2,000 －4004無法

板１
福岡県直方市大字感田１７６９－３〒822-0001

元村　良平110312



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-836-8792

（株）福岡塗装 1,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区下山門２－１３－２〒819-0052

安井　真吾110315

TEL 092-586-8382

（株）トータルプラン 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区日佐４－４０－７〒811-1313

武智　薫110316

TEL 092-933-6486

山下電設 －4001無個

電１管１
福岡県糟屋郡宇美町宇美６－３－１５〒811-2101

山下　茂敏110317

TEL 093-475-1665

（株）つばき建設 3,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市小倉南区新曽根４２７０－２〒800-0211

三島　ふう太110319

TEL 093-941-1731

エスペックアシスト（株） 20,000 －4008有法

電１管１機１
福岡県北九州市小倉北区片野新町２－６－１５〒802-0062

島田　種雄110320

TEL 093-372-0818

（有）松﨑電機 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区藤松３－１１－３２〒800-0047

松﨑　志朗110321

TEL 093-617-1147

（株）阿部美建 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東１－６－６〒807-1262

阿部　継美110322

TEL 092-410-5940

（株）輝電設 5,000 －4001有法

電１
福岡県古賀市薬王寺９７５－１〒811-3124

大和　晴樹110323

TEL 093-961-5178

（株）村瀬工務店 5,000 －4008無法

大１内１
福岡県北九州市小倉南区葉山町３－１３－１４〒802-0824

村瀬　秀明110324

TEL 093-612-7523

竹下畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区中の原１－４－１４〒807-0078

竹下　ヒロ110325

TEL 0944-50-0785

上村電設 －4003無個

電１
福岡県大牟田市大字宮崎１８１０－１４〒837-0903

上村　照男110326

TEL 0942-75-0913

（株）荻野通信 5,000 －4002無法

通１
福岡県小郡市三沢３２７７－３〒838-0106

荻野　英一110327

TEL 093-931-6626

（株）タイヘイ 49,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区片野４－２０－３〒802-0064

伊藤　俊樹110328
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 093-601-2553

津崎工業（株） 1,000 －4008無法

土１管１
福岡県北九州市八幡西区本城学研台２－８－５〒807-0807

津崎　裕司110329

TEL 093-541-0710

ジェイテクトセールス（株） 50,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区高浜１－２－２〒802-0021

島田　和典110330

TEL 093-475-0739

フォープレイシス（株） 1,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区田原新町１－１－３〒800-0226

四ケ所　正好110331

TEL 092-942-8425

桂企画（株） 500 －4001有法

と１
福岡県古賀市久保４４２－２〒811-3115

矢野　孝義110332

TEL 092-210-2801

冷熱工業（株） 7,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区今宿３－８－６〒819-0167

重成　芳伸110333

TEL 092-406-7779

（株）田中構造設計 7,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区大楠３－１２－２６〒815-0082

田中　忍110334

TEL 0949-33-2044

グリーン・ケア －4004無個

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県宮若市上大隈４５０－６８〒823-0005

福井　博昭110335

TEL 0949-42-2608

鷹創建 －4004無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３０２４－８４〒807-1312

岩下　髙弘110336

TEL 0948-23-2593

（有）大丸装飾工業 5,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市椿５１０－１〒820-0084

青栁　宏明110337

TEL 0930-55-2870

（株）新栄 100 －4005無法

と１
福岡県行橋市泉中央３－１３－２４〒824-0034

出口　将樹110338

TEL 093-474-8157

島生工業 －4008有個

具１
福岡県北九州市小倉南区長野本町１－８－２３〒800-0241

島生　圭一110340

TEL 092-943-0300

井上試錐（株） 1,000 －4001無法

井１
福岡県古賀市筵内１１６１－１２〒811-3121

井上　正一110341

TEL 0946-22-4322

河上工務店 －4006無個

建１
福岡県朝倉市柿原１２００－１〒838-0026

河上　泰英110342
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TEL 0946-22-3660

空閑工務店 －4006無個

土１建１と１解１
福岡県朝倉市鎌崎１３〒838-0041

空閑　弘一110343

TEL 092-626-9380

（株）ゴウド 8,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市東区松島１－３６－１４〒812-0062

斉藤　豊志110344

TEL 0942-23-4000

（株）大盛 3,000 －4002有法

と１解１
福岡県久留米市北野町仁王丸１９－１〒830-1106

田中　宏法110345

TEL 0944-74-1344

山陽工業（株） 5,000 －4003無法

管１
福岡県柳川市下宮永町３－１０〒832-0059

平島　順志110346

TEL 0942-39-2402

（有）久留米ガスサービスショップ 3,000 －4002有法

管１
福岡県久留米市大石町１５－２〒830-0049

末永　哲也110348

TEL 093-472-5821

セイブ総合産業 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区東貫２－１２－４５〒800-0224

西　正裕110349

TEL 092-410-6290

（株）森田建設工房 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２－８－１７〒811-2126

森田　国博110350

TEL 092-515-0405

（株）ＬＯＶＥＫＮＯＴ 2,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市西区今津３５６８－３〒819-0165

稲口　勉110351

TEL 092-408-8960

松本建塗 －4011無個

左１
福岡県太宰府市吉松３－１５－２２〒818-0138

松本　菊雄110352

TEL 092-834-4796

（株）西日本通商 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区四箇６－１１－３９〒811-1103

藤嶋　貫110353

TEL 0947-63-2727

菊地建設 －4009無個

土１建１と１
福岡県田川郡大任町大字大行事４１９８－１〒824-0512

菊池　和博110354

TEL 092-292-5951

（株）アトミックス 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－７－２８－１０５〒812-0016

新垣　敦史110355

TEL 0944-32-9566

（株）エフ・カンパニー 5,000 －4003無法

電１
福岡県柳川市新外町７９－１２〒832-0069

大橋　寿行110356
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 092-332-3323

（株）フルデン 1,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市曽根６４４－６〒819-1561

古内　孝幸110357

TEL 092-980-2610

（有）エア・キャスト 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市東区原田３－５－３〒812-0063

寺﨑　一幸110358

TEL 092-410-5564

（株）フジケン 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区若宮３－７－３〒813-0036

富士本　健児110359

TEL 0949-23-2514

（株）博心 4,000 －4004有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字下境３２３０－１〒822-0007

吉田　博司110360

TEL 092-920-4705

（有）エム・サイン 3,000 －4011無法

鋼１
福岡県太宰府市水城１－２３－５〒818-0131

田　　充範110361

TEL 092-413-2011

福岡景観工業（株） 2,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区西月隈１－２－２３〒812-0857

鬼塚　淳110362

TEL 092-922-2777

中西建設（株） 5,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市湯町１－１１－１〒818-0058

中西　孝昌110363

TEL 092-951-0102

（株）アクセス 3,000 －4011無法

建１と１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県那珂川市片縄西４－１８－４１〒811-1202

仙頭　俊靖110364

TEL 092-412-5368

（有）フジコムサービス 3,000 －4001無法

電１機１
福岡県福岡市博多区榎田１－４－５０〒812-0004

大輪　義継110365

TEL 092-517-0005

藤田デンキ（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区柏原４－２８－２〒811-1353

藤田　秀生110366

TEL 092-410-6709

（株）行成 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区蒲田２－９８４〒813-0023

島田　賢一郎110367

TEL 093-953-7242

（株）優設工 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区長野２－１－６２〒800-0228

野村　拓朗110368

TEL 093-631-3741

（有）ＫＯＵＥＩ 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町１３－１４〒806-0041

後藤　泰則110369
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福岡県
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TEL 0942-38-4050

（株）省熱工業 10,000 －4002無法

土１管１
福岡県久留米市本町２－２３〒830-0044

赤嶺　千枝110371

TEL 0930-22-0488

大興開発（株） 8,000 －4005無法

土１建１と１舗１解１
福岡県行橋市大字稲童２７００－１〒824-0022

大塚　久勝110372

TEL 0930-33-4999

（株）極東コンサルタント 5,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町国作１６４〒824-0125

柴村　哲也110373

TEL 092-885-2228

（株）福一工業 1,000 －4001有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市西区福重２－１２－６〒819-0022

関坂　道弘110374

TEL 092-555-4468

（株）トータルリフォームＫＡＮＤＡ 10,000 －4011有法

内１
福岡県那珂川市片縄２－２９－５〒811-1201

神田　政孝110375

TEL 092-586-8285

（株）広渡建塗 3,000 －4011無法

左１
福岡県大野城市大字牛頸３４２－１３〒816-0971

廣渡　謙吾110376

TEL 092-503-2755

（株）ライフアシスト 5,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市中３－７－１４〒816-0906

岩川　浩章110377

TEL 092-922-4332

小島造園 －4011有個

園１
福岡県太宰府市宰府２－１１－３〒818-0117

小島　光男110378

TEL 092-558-5418

工藤冷熱工業（株） 5,000 －4011無法

管１
福岡県春日市須玖北３－３６〒816-0864

工藤　悟110379

TEL 092-692-2232

（株）日永田ガラス 3,000 －4001無法

ガ１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石字橋本１８３番地〒811-2221

日永田　孝110380

TEL 092-210-9138

ジャストシーリング －4001無個

防１
福岡県福岡市南区清水２－２０－１－１４０８〒815-0031

藤井　卓治110381

TEL 0946-55-0891

（株）北原工務店 5,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉郡筑前町久光４８４－２〒838-0802

北　　康隆110382

TEL 0946-22-6500

サンホーム（株） 5,000 －4006有法

建１
福岡県朝倉市白鳥３４５〒838-0045

矢野　秀吉110383
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TEL 092-511-5906

（有）西和技研 5,000 －4001無法

土１舗１
福岡県福岡市南区中尾３－８－１０－１〒811-1364

西村　勲110384

TEL 092-985-3210

（株）アサインメディア 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市博多区下呉服町７－４〒812-0034

芹野　公郎110385

TEL 092-864-3300

（有）下田マット 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市城南区長尾４－７－３〒814-0123

下田　悠生110386

TEL 092-406-9518

石川電気（株） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区飯倉５－１６－１７〒814-0161

石川　通110388

TEL 0948-43-8578

ティンバーレイン －4010有個

建１
福岡県飯塚市菰田西３－１４－２７〒820-0017

山下　正行110390

TEL 0949-52-3650

（株）拓財未来 10,000 －4004無法

電１
福岡県宮若市沼口３１６－３〒822-0152

福島　祥広110391

TEL 0947-63-3914

白土建設 －4009無個

土１建１と１
福岡県田川郡大任町大字大行事１２２１〒824-0512

﨑山　三千代110392

TEL 093-331-7002

（株）アンドウ建築工房 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区浜町５－２５－６０２〒801-0856

安藤　信司110393

TEL 093-616-1891

（株）友伸 5,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市八幡東区羽衣町１－２２〒805-0042

木村　善樹110394

TEL 0940-39-3295

（株）ＳＥＮＪＹＵ建築工房 5,000 －4008無法

建１
福岡県福津市中央３－５－１７－１０１〒811-3217

千手　豪紀110395

TEL 092-558-5461

（株）孝和産業 10,000 －4001有法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２９－５６〒812-0863

山本　友和110396

TEL 092-558-0778

（有）オーゼットバディ 3,000 －4011有法

防１
福岡県春日市星見ヶ丘６－２　パークサイドホウシュウ１階Ｂ〒816-0849

財津　好充110397

TEL 092-408-7649

幸光技建（株） 5,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市杉塚１－１－２６〒818-0054

春本　光大110398
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TEL 092-936-9033

ユーエイ電気工業 －4001無個

電１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋２７０－７－２０７〒811-2308

中西　孝浩110400

TEL 092-408-8313

井上組 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区柳河内１－７－３７〒815-0063

井上　大輔110401

TEL 092-441-7505

石井組 －4001無個

左１
福岡県福岡市博多区美野島３－４－１２－３〒812-0017

石井　次夫110402

TEL 092-881-7093

貞方塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市西区生の松原３－３８－２４〒819-0055

貞方　一彦110403

TEL 092-451-6449

（株）美光 20,000 －4001有法

建２電２管２内２消１
福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－６〒812-0016

西本　宏達110404

TEL 0943-22-8681

（株）六花 5,000 －4007有法

建１
福岡県八女市高塚２５３－３〒834-0034

石橋　和也110405

TEL 093-671-6931

（株）ワシダ 50,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡東区枝光本町３－１〒805-0008

岡橋　正之110406

TEL 093-981-8301

（株）安田建創 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市若松区西園町７－１６〒808-0031

安田　馨110407

TEL 093-616-6212

（株）常 40,000 －4008無法

土１と１石１電２管２鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区船越２－３１－１０〒807-1111

福岡　ありさ110408

TEL 0930-37-2156

（株）クリデン 5,000 －4005無法

電１
福岡県行橋市大字下稗田１３４６－１００〒824-0054

栗山　浩二110409

TEL 0942-72-4608

（株）司工業 5,000 －4002有法

と１
福岡県小郡市稲吉１０９５－２〒838-0128

山田　優司110411

TEL 0943-77-7188

髙倉組 －4002無個

大１
福岡県うきは市浮羽町山北１５２３－７〒839-1408

髙倉　英敏110412

TEL 092-822-9860

（株）Ａｕｇｕｓｔ 1,000 －4001無法

防１内１
福岡県福岡市早良区小田部１－２－６〒814-0032

鈴木　義隆110413
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TEL 092-804-6201

（株）カワシマ 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区内野５－１１－４２〒811-1123

川嶋　新吾110414

TEL 092-410-5261

ＲＩＣＴ（株） 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字新原２７４－６４〒811-2111

阪井　力生110415

TEL 0947-62-2820

早川総業 －4009無個

土１建１と１解１
福岡県田川郡赤村大字赤３３４１－１〒824-0431

早川　国博110416

TEL 0942-22-2558

小池工業（株） 5,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市上津町２２２８－２８〒830-0052

小池　敏彦110417

TEL 093-245-0069

（有）津田硝子 3,000 －4008無法

ガ１
福岡県中間市中間１－５－５〒809-0034

津田　光110418

TEL 093-982-4427

ＫＯＹＯ機工（有） 10,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿１４９３－１Ｂ－３〒807-0141

吉田　浩之110419

TEL 093-481-5118

（株）金城工務店 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市門司区吉志６－４－１〒800-0114

金城　修110420

TEL 093-571-4614

（有）為成電機 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区日明２－１５－１２〒803-0831

末永　勇110421

TEL 093-631-1708

（有）創建 5,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市八幡西区香月中央１－７－４６〒807-1102

井川　達世110423

TEL 092-710-9300

（株）ＡＱＵＡＳ 5,000 －4001無法

土１電１管１舗１機１水１
福岡県糟屋郡新宮町大字三代４８２－１〒811-0111

八田　健三110424

TEL 092-980-1100

（株）はぴりの 30,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区大楠１－５－１０コンフォール高宮東〒815-0082

山崎　大亮110425

TEL 092-937-3466

（株）柴﨑工業 5,000 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県糟屋郡志免町石橋台１５－４〒811-2203

柴﨑　和之110426

TEL 092-986-8925

（株）リファインズ 10,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区上牟田１－１２－１２〒812-0006

大澤　和典110427



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1269頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0943-32-3644

ＢＲＡＣＥ・ＤＥＳＩＧＮ（株） 5,000 －4007有法

園１
福岡県八女郡広川町大字日吉５２０－７７〒834-0111

髙木　利郎110428

TEL 092-287-7796

（株）怡土工業 1,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市城南区片江５－１５－２６〒814-0142

怡土　伸也110429

TEL 092-611-2110

枝本塗装工業所 －4001無個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２７４２－１０〒811-2304

枝本　和実110430

TEL 092-672-8262

（株）エヌテッククリエイティブ 5,000 －4001有法

建１大１左１石１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市東区松香台１－２－２１〒813-0004

永濵　順司110432

TEL 0942-88-4936

（株）宮本工業 3,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市北野町赤司１０８９〒830-1127

宮本　晶110434

TEL 0940-36-7682

（株）上坂工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市日の里５－９－９〒811-3425

上坂　誠110435

TEL 092-871-8870

真子塗装店 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区田隈３－６８－４－２－Ｃ２０１〒814-0174

真子　五吉110436

TEL 092-210-8911

（株）ユーカリハウス 1,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市城南区梅林１－１５－１〒814-0144

中西　晃司110437

TEL 092-918-8686

メンテナンスソーシャル（株） 7,000 －4011有法

と１
福岡県太宰府市通古賀１－６－１〒818-0104

浅利　公博110438

TEL 092-515-8388

（株）ライブワークス 1,000 －4011無法

電１通１
福岡県大野城市雑餉隈町３－４－３－２Ｆ〒816-0923

花田　雅友110439

TEL 093-617-9788

本村住設 －4008無個

管１
福岡県北九州市八幡西区星ケ丘４－１－７〒807-1264

本村　孝二110440

TEL 093-481-6303

（株）ヤノテック 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区大字恒見１１４３－４〒800-0117

矢野　晶照110441

TEL 093-613-5522

（株）クレアス 20,000 －4008有法

土１と１石１舗１し１水１消１解１
福岡県北九州市八幡西区町上津役東２－２－２５〒807-0073

松尾　浩嗣110442



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1270頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-654-7411

（株）シエロ 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区金鶏町６－１６〒803-0843

江口　佳代110443

TEL 0942-64-3438

西牟田造園 －4002有個

園１
福岡県久留米市三潴町西牟田２８－２〒830-0111

岩熊　美子110444

TEL 0943-24-8248

水町建設 －4007無個

建１
福岡県八女市吉田１４９８－３〒834-0006

水町　伸110445

TEL 0944-54-2455

電気工事ナカシマ －4003無個

電１
福岡県大牟田市神田町１６２〒836-0093

中嶋　英樹110446

TEL 093-618-0323

小西組 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西３－１３－１６〒807-1145

小西　謙一110447

TEL 093-472-9868

（株）パインタップ 3,000 －4008無法

土１と１鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区津田１－２－１４〒800-0242

松下　拓広110448

TEL 093-641-2143

黒播築炉（株） 10,000 －4008有法

タ１
福岡県北九州市八幡西区東浜町１－１〒806-0002

奥村　裕彦110449

TEL 093-602-8531

すまいるホーム　木 －4008有個

建１
福岡県北九州市八幡西区北筑２－１９－３０〒807-0857

　木　雅典110450

TEL 092-324-7939

関工務店 －4001無個

建１
福岡県糸島市八島２３７－１〒819-1142

関　泰浩110451

TEL 092-831-7353

（株）青木工業 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区南庄１－１０－１〒814-0031

青木　淸110453

TEL 092-586-9273

（株）天水工 8,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市博多区竹丘町２－４－７〒812-0878

谷　水城110454

TEL 093-282-9828

東成工業（株） 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡岡垣町鍋田１－３－１〒811-4202

東　修二110455

TEL 093-341-8813

輝建設（株） 5,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市門司区黒川西１－１１－８〒801-0825

渡邉　圭一110456



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1271頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-223-1796

櫻井興産（株） 10,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿６８－２〒807-0141

櫻井　久紀110458

TEL 092-934-1085

（有）渡辺内装 3,000 －4001有法

内１
福岡県糟屋郡須恵町大字新原４０２－２〒811-2111

渡辺　佳子110459

TEL 092-806-8769

（株）風見 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区泉３－１６－８〒819-0381

栗添　洋一110460

TEL 092-517-3093

（株）剛喜 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市早良区原４－１７－３〒814-0022

豊永　剛110461

TEL 0930-42-1636

（株）中原組 5,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川花熊１０３７〒824-0233

中原　誠一110462

TEL 0947-72-6398

（有）幸 3,000 －4009無法

建１大１
福岡県田川郡川崎町大字川崎６１７－９８〒827-0003

池田　靖明110463

TEL 0949-33-2123

麻生組 －4004無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県宮若市芹田１０４－１〒823-0013

麻生　経弘110464

TEL 0948-43-4334

（株）湯村工業 5,000 －4010無法

と１解１
福岡県飯塚市小正４２８〒820-0089

湯村　仁智110465

TEL 0942-65-3627

今村塗装（株） 5,000 －4002無法

建１大１左１と１タ１塗１防１内１
福岡県久留米市国分町１９８７－１〒839-0863

今村　誠110466

TEL 092-576-9988

（株）ノースジャパン 5,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市下大利１－１８－２２〒816-0952

北原　康成110467

TEL 092-710-3799

（株）井上内装 5,000 －4011無法

内１
福岡県筑紫野市大字阿志岐１８２１－１〒818-0011

井上　謙吾110468

TEL 092-595-1144

（有）家村塗装工業 3,000 －4011無法

塗１
福岡県大野城市平野台４－２９－１７〒816-0972

家村　輝彦110469

TEL 0947-63-3345

（株）シンワ 5,000 －4009無法

土１建１管１
福岡県田川郡大任町大字今任原３５６１番地〒824-0511

長原　敬二110470



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1272頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-409-0975

（株）熊福テクノ 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市博多区吉塚７－７－２５〒812-0041

山﨑　金太郎110471

TEL 092-938-0305

双栄工業（株） 1,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原２－９－１〒811-2315

伊藤　隆志110472

TEL 092-940-3002

（株）藤原緑地建設 2,500 －4001有法

園１
福岡県古賀市谷山５７７－４〒811-3125

藤原　直人110473

TEL 093-451-3377

（株）藤堂 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区大字道原１５０〒803-0266

大村　眞訓110475

TEL 093-616-2670

（株）田中石材 2,000 －4008無法

石１
福岡県北九州市八幡西区小鷺田町１３－３７〒806-0056

田中　憲行110476

TEL 093-616-6930

アサヒ建設 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区市瀬１－１４－３６－１０３〒806-0063

近藤　博110477

TEL 093-921-8770

（株）サフラン 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区片野４－１６－２２　ＩＳビル１Ｆ〒802-0064

首藤　法仁110478

TEL 093-287-8556

（株）　田工務店 1,000 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市小倉南区沼南町２－６－１４〒800-0205

吉田　匠110479

TEL 0944-41-1001

光建 －4003無個

と１
福岡県大牟田市草木４７４〒837-0917

本村　裕二110481

TEL 0948-29-7100

（株）ソラックス 3,500 －4010有法

電１
福岡県飯塚市小正４２６〒820-0089

中嶋　浩仁110482

TEL 0949-42-4188

（株）進和建設 5,000 －4004無法

土１大１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋１６８６－１８〒807-1308

紫村　和人110483

TEL 0947-85-9944

（株）ＡＯＺＯＲＡ 5,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川市大字伊田３５９６－３パサージュ新橋Ｋ２　１０２号〒825-0002

大場　大助110484

TEL 093-383-8505

藤機工（株） 9,000 －4008無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－６－３１－１０４〒802-0821

髙倉　龍一110485



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1273頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-883-1660

松田工業（株） 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市戸畑区牧山４－２８－１５〒804-0053

松田　哲也110486

TEL 093-953-7274

（株）彩工房オーケン 1,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区朽網西３－９－３〒800-0233

小畑　弘一110487

TEL 093-980-5157

（株）創信 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区片野新町３－２－１１〒802-0062

福丸　信幸110488

TEL 092-403-1550

川原建装 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区若久６－６－２０－１〒815-0042

川原　栄祐110489

TEL 092-407-0342

祐真工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区四箇１－４－１７〒811-1103

川畑　真祐110490

TEL 092-933-0341

久保山電工（株） 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵２３４－３〒811-2114

久保山　敏生110491

TEL 092-518-2726

（株）本村建装 1,000 －4001無法

左１塗１防１
福岡県福岡市東区土井２－３２－４〒813-0032

本村　亮太110492

TEL 0942-65-7569

シンテック －4002無個

塗１
福岡県久留米市高良内町９５２〒839-0852

吉本　信次110493

TEL 0942-34-3357

（株）有馬建装 1,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市津福本町１７１１－７〒830-0047

山下　義之110494

TEL 092-589-2890

シンエイ塗装（株） 9,000 －4011無法

塗１
福岡県春日市松ヶ丘３－１８０〒816-0843

松尾　真司110495

TEL 092-582-5648

筑紫工業 －4011無個

筋１
福岡県春日市天神山１－１０３〒816-0855

北村　辰也110496

TEL 0948-21-7700

（株）ハシザキ電気 5,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市高田１７２－１〒820-0079

橋崎　貴英110497

TEL 093-964-1432

グリーン・メーカー －4008無個

園１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－３－３７〒802-0821

今浪　久志110498



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1274頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-967-9522

（株）ＰＬＵＳ通信 2,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉北区東港１－１－１０〒803-0802

岩﨑　馨110499

TEL 093-616-9935

（株）宮﨑工業 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡東区諏訪２－１－４〒805-0006

宮﨑　伸一110500

TEL 093-591-0250

（有）東洋冷機 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区熊谷２－２７－７〒803-0864

米澤　孝生110501

TEL 093-616-9124

小川工務店（株） 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方２－１０－７〒807-1141

小川　敏史110502

TEL 092-861-0846

（株）ゼンコー 3,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市早良区田村３－１９－１２〒814-0175

曽根田　幸信110503

TEL 092-935-0677

（株）ジーティー 5,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡志免町吉原１３４－３－１０５〒811-2208

権田　知洋110504

TEL 092-710-6625

（株）ＴＲＣ．ＵＥＨＡＲＡ 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区社領１－１－１６〒812-0068

上原　只紀110505

TEL 0944-51-6502

（株）松尾建設工業 5,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県大牟田市大字櫟野１４１１〒836-0893

松尾　利光110506

TEL 0948-43-4288

（株）カワタ 100 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市相田２５９－１９－１０５〒820-0052

河田　清二110508

TEL 0948-72-4364

麻生空調設備 －4010無個

管１
福岡県飯塚市阿恵３２９－１〒820-0704

麻生　良之110509

TEL 092-517-2194

（株）江崎組 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市南区三宅２丁目１８番１１号〒811-1344

江崎　輝110510

TEL 092-919-7132

サニー設備（株） 3,000 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市大字隈２４９〒818-0031

田中　栄太郎110511

TEL 092-408-9977

アスキム（株） 10,000 －4011無法

電１通１
福岡県筑紫野市筑紫６０９－２〒818-0025

山内　ひとみ110512



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1275頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-883-8454

（株）和進工業 2,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区本城東６－１３－２０〒807-0815

今田　広和110513

TEL 093-663-0939

（株）ツル建 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡東区春の町２－４－１５〒805-0050

鶴﨑　理絵110514

TEL 093-617-7727

（株）秀建工業 5,000 －4008無法

管１消１
福岡県北九州市八幡西区馬場山東２－５－３〒807-1131

稲尾　和久110515

TEL 0940-39-9938

（株）暖風緑地建設 1,000 －4008無法

土１園１
福岡県宗像市宮田１－１－５〒811-3416

天野　誠一110516

TEL 093-651-4144

木下土木 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区上到津４－２３－２〒803-0845

木下　博之110518

TEL 0946-22-2414

（有）岩橋電機商会 3,000 －4006有法

管１井１水１
福岡県朝倉市甘木１７３１番地〒838-0068

川嶋　隆之110519

TEL 0949-32-0583

（株）心笑 500 －4004無法

土１建１と１内１解１
福岡県宮若市龍徳１４７９－１〒823-0001

中田　光治110520

TEL 092-326-5860

福吉マシナリー（株） 3,000 －4001無法

機１
福岡県糸島市二丈福井３７３１〒819-1631

吉田　貞晴110521

TEL 092-554-5400

（株）トーヨー電通 15,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市南区塩原１－１８－１〒815-0032

古賀　徹110522

TEL 092-707-5100

米家工業（株） 3,000 －4001有法

屋１板１
福岡県福岡市早良区石釡１８７４－１〒811-1132

米家　達芳110523

TEL 092-753-7878

（株）ＴＤＲＫ 5,000 －4001無法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市西区羽根戸１４－１〒819-0038

轟　萬吉110524

TEL 092-933-9696

大村設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘２－２－６〒811-2108

大村　隆晴110525

TEL 092-710-3566

（株）白木組 5,000 －4011無法

大１
福岡県那珂川市今光６－８２－２０１－１〒811-1211

白木　健太110526



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-78-3765

（株）アシストグリーン 3,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県久留米市北野町高良１４３７－１－１〒830-1114

梅野　明美110527

TEL 093-282-7069

北都総業 －4008無個

と１
福岡県遠賀郡岡垣町桜台１８－６〒811-4217

南　雄一110528

TEL 092-683-4020

（有）イングス 3,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市東区多々良１－２１－１１－１０１号〒813-0033

大神　学110529

TEL 092-553-0160

濱竹組 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区野多目３－１－２－８０８〒811-1347

濱竹　隆蔵110530

TEL 092-292-7103

（株）道津建築舎 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区西月隈　２－２－１－５〒812-0857

道津　健二110531

TEL 0979-64-6976

三健建設 －4005無個

建１
福岡県豊前市梶屋８８〒828-0041

田井中　健太110533

TEL 0930-56-5214

（株）ミヤコ電設 5,000 －4005無法

電１
福岡県築上郡築上町大字水原５２４－１〒829-0333

平野　由輝110534

TEL 092-482-0170

松木工業 －4001無個

大１
福岡県福岡市博多区美野島３－２０－１６－２０３〒812-0017

松木　孝博110535

TEL 092-866-0518

上田工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区野芥７－２７－９〒814-0171

上田　健110536

TEL 092-717-2560

（株）ＴＰＯ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区笹丘１－６－１６〒810-0034

冨松　隆彦110537

TEL 093-776-0684

（株）明慎 2,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市若松区青葉台西２－９－１１〒808-0143

古川　慎吾110538

TEL 0947-26-2136

（株）新魁 5,000 －4009有法

筋１
福岡県田川郡糸田町自由ヶ丘３７２８－３〒822-1304

佐藤　陽介110539

TEL 093-967-3080

（株）徳永電工エンジニアリング 1,000 －4005無法

電１
福岡県京都郡苅田町幸町１８－１０〒800-0314

德永　晃一110540



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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1277頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-586-9314

村木工業 －4011無個

筋１
福岡県大野城市つつじヶ丘４－５－３〒816-0962

村木　芳一110541

TEL 093-603-1659

（有）ＫＩ電業 3,000 －4008無法

電１機１
福岡県北九州市八幡西区美吉野町７－７〒807-0865

小峯　孝則110542

TEL 093-619-5110

（株）ガスリークサービス 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区香月中央１－８－３〒807-1102

阿部　忍110543

TEL 0947-49-1177

（株）リペアハウス 3,000 －4009無法

建１
福岡県田川市大字川宮１２３３－６〒826-0042

池永　修司110544

TEL 092-874-5678

大野コンクリート（株） 60,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県福岡市西区大字吉武６１－１〒819-0036

大野　憲太郎110545

TEL 092-832-2263

（株）情報機器 10,000 －4001有法

建１通１
福岡県福岡市城南区鳥飼５－９－７〒814-0103

土田　義晴110546

TEL 092-410-7536

矢野硝子工業 －4001無個

板１ガ１
福岡県糟屋郡志免町桜丘３－５－７〒811-2201

矢野　康彦110547

TEL 092-791-2707

（株）直崇建設 35,800 －4001無法

建２
福岡県福岡市中央区薬院２－１８－１８〒810-0022

上山　直久110548

TEL 092-791-7846

（株）レイティス 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区小田部３－１８－１６〒814-0032

小西　一平110549

TEL 092-872-8134

（株）洸成 2,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区大字脇山２５４６－６〒811-1111

古庄　伸隆110550

TEL 092-935-4098

（株）ＴＮＫ 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県糟屋郡志免町志免１－６－１２〒811-2202

三角　剛士110551

TEL 0942-80-2625

（株）加月工業 2,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市上津町２２２８－１５１０〒830-0052

加月　裕輔110553

TEL 0942-21-9528

馬場左官 －4002無個

と１
福岡県久留米市上津町１２７９－４〒830-0052

馬場　智博110554
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-287-1047

（株）ＳＷ工房 5,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市仲畑１－１４－２０〒816-0921

菰田　修110555

TEL 092-591-1576

（株）九州防災センター 10,000 －4011有法

消１
福岡県春日市一の谷１－１３８〒816-0852

永江　昭浩110556

TEL 092-231-8783

（株）ハグルマ 3,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市筑紫１１７－９０〒818-0025

渡邉　拓也110557

TEL 093-963-6501

（株）フジエンジニア 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－２－１〒802-0821

藤嶋　翔110558

TEL 093-474-6222

（株）キヨハラ 5,000 －4008無法

建１ガ１具１解１
福岡県北九州市小倉南区葛原１－１０－１４〒800-0251

清原　晃110559

TEL 092-401-3088

弘研保温工業（株） 1,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市西区大字田尻５５６－２〒819-0383

敷田　弘光110560

TEL 092-761-4915

ｅｃｏ’ ｚ（株） 1,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市中央区港２－３－１３〒810-0075

窪山　誠蔵110561

TEL 092-516-0588

鬼塚鉄筋工業 －4001無個

筋１
福岡県福岡市西区周船寺３－２２－１８－１００２〒819-0373

鬼塚　徹110563

TEL 092-573-5235

（株）仙波工業 5,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市山田２－１８－１０〒816-0922

仙波　涼110564

TEL 092-408-8458

（株）武内工業 5,000 －4011無法

左１
福岡県筑紫野市大字原８３５－４〒818-0005

武内　一110565

TEL 0949-32-3610

（株）三明店舗工芸 5,000 －4004無法

内１
福岡県宮若市宮田１５５１〒823-0011

三明　覚110566

TEL 0948-28-1347

中島工業 －4010無個

機１
福岡県飯塚市伊川１２６７－２〒820-0054

中島　康宏110567

TEL 092-409-2426

マキ保温工業（株） 5,000 －4001無法

管１絶１
福岡県福岡市東区馬出２－５－２５〒812-0054

荒巻　政和110568
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福岡県
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TEL 092-865-8521

（株）セイケン 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区次郎丸６－１１－２２－３０１号〒814-0165

田嶋　誠也110569

TEL 093-616-7985

（株）ＫＳＴ 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区泉台１－１２－３〒803-0842

佐野　靖彦110570

TEL 093-777-3946

ＩＮＯＵＥ －4008無個

板１
福岡県北九州市小倉北区三萩野２－５－１０－５０６〒802-0065

井上　武彦110571

TEL 093-616-8522

ＹＯＳＨＩＴＡＫＥ工業（株） 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区安瀬６４〒808-0022

吉竹　慎也110572

TEL 093-618-4126

（株）ＦＴＢメンテナンス 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠北１－２－１８－２〒807-1154

福原　利佑城110573

TEL 093-621-0974

（株）エーエムアイ 2,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区岡田町３－５〒806-0033

一田　清治110574

TEL 0942-77-2749

（株）坂田建設 3,000 －4002無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県三井郡大刀洗町大字甲条１４６２－２〒830-1212

坂田　浩一110575

TEL 0944-73-6656

信成電気工事 －4003無個

電１
福岡県柳川市久々原２０８－１２〒832-0086

荒巻　光代110576

TEL 092-574-0078

（株）ビフレ 17,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区日佐４－３７－２１〒811-1313

福地　広成110577

TEL 0949-33-2900

（株）キョーエイ 5,000 －4004無法

土１と１舗１塗１機１
福岡県宮若市磯光９９１－２〒823-0004

肘井　義弘110578

TEL 093-342-9331

（株）キョウワ 1,000 －4008無法

と１管１
福岡県北九州市門司区片山町３－１０〒800-0003

加藤　亮一110579

TEL 093-671-5542

裕樹 －4008無個

土１と１解１
福岡県北九州市八幡東区日の出３－１６－２７〒805-0004

阿部　稔110580

TEL 093-967-2930

（株）ＭＡＳＴＥＲＰＩＥＣＥ 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区津田１－７－３〒800-0242

真添　信行110581
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福岡県
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TEL 093-967-0850

（株）嶋設備工業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区吉田にれの木坂１－２０－１０〒800-0210

嶋　清輝110582

TEL 093-531-0431

（有）共進 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区上富野２－９－２〒802-0022

足立　路子110583

TEL 0949-28-1838

ＭＧエステート（株） 10,000 －4004有法

建１
福岡県直方市大字中泉１１７２－３〒822-0011

堀　孝110584

TEL 0947-26-3722

藤岡鉄筋 －4009無個

筋１
福岡県田川郡糸田町３３８０－１〒822-1318

藤岡　髙博110585

TEL 0947-50-8025

ケイティ技研（株） 1,000 －4009無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県田川市大字川宮１０６０－２〒826-0042

是永　敬110586

TEL 0930-52-3381

（株）ミライズ 5,000 －4005無法

土１建１
福岡県築上郡築上町大字築城１７３〒829-0102

山内　佳寿美110587

TEL 092-404-0988

（株）ＨＥＡＴＥＣ 3,000 －4001無法

管１
福岡県古賀市筵内７４－４〒811-3121

須田　諭110588

TEL 092-753-9519

グローステイト（株） 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区白金１－１－３－５０３〒810-0012

森　大一110590

TEL 092-836-5732

徳田工業（株） 10,000 －4001無法

土１建１と１屋１タ１鋼１舗１板１内１
福岡県福岡市城南区梅林２－１１－１８〒814-0144

德田　信一110591

TEL 092-586-1224

（株）小池電気空調 200 －4011無法

電１管１
福岡県春日市紅葉ヶ丘東６－２１－２〒816-0833

小池　哲也110592

TEL 092-558-5705

（株）藤井左建 5,000 －4011無法

左１
福岡県大野城市平野台４－１７－１０〒816-0972

藤井　誠一110593

TEL 0948-42-1094

（株）ヴィジュアルアーキテクツ 3,000 －4010有法

建１内１
福岡県嘉麻市山野３０９－１〒802-0202

藤波　香緒里110594

TEL 0948-82-1280

（株）エル・デザイン 5,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市赤坂７９４－２〒820-0106

山橋　杉子110595
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令和 4年 3月末日 現在　　
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TEL 0948-21-1912

（有）リフォームヘルパー 3,000 －4010有法

建１
福岡県飯塚市上三緒３４６－５４〒820-0013

太田　福治110596

TEL 0940-42-2220

占部建設 －4008無個

建１
福岡県福津市福間南３－１７－１９〒811-3212

山村　信一110597

TEL 0930-22-5027

（有）小倉造船所 3,000 －4005有法

防１
福岡県行橋市大字今井字ヨセ１３６１〒824-0018

中村　茂110598

TEL 093-245-7727

（合）のぼる 3,000 －4008有法

土１と１舗１解１
福岡県中間市岩瀬４－１５－１〒809-0011

冨田　裕二110599

TEL 093-451-3722

（株）博新工業 5,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉南区大字高津尾６６－１〒803-0268

森永　政博110600

TEL 093-383-7542

（株）英建 100 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区赤坂１－１－１－２〒802-0032

野北　英男110601

TEL 092-332-0700

（株）西村鉄筋工業 5,000 －4001無法

筋１
福岡県糸島市前原南１－５－６３－１０６〒819-1139

西村　康孝110602

TEL 092-326-6501

田中組 －4001無個

大１
福岡県糸島市二丈吉井３８１５－１０１〒819-1641

田中　誠110603

TEL 092-410-2647

永田興産（株） 5,000 －4001無法

と１タ１
福岡県糟屋郡志免町田富４－９－３〒811-2204

永田　満110604

TEL 092-962-2780

（株）関空調サービス 10,000 －4001有法

管１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口１１８２－１〒811-0102

関　慶輔110605

TEL 092-408-7262

（株）丸秀工業 5,000 －4011無法

管１
福岡県那珂川市松木６－１３－２〒811-1251

丸田　英樹110606

TEL 0943-54-2037

新栄設備 －4007無個

土１と１管１
福岡県八女市上陽町北川内４９３２〒834-1102

森　隆弘110607

TEL 092-555-3380

サンピーク（株） 1,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市南区向新町２－１１－３６〒811-1345

舳峯　友浩110608
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TEL 092-948-1715

藤嶋工業 －4001無個

具１
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田９４０－６１〒811-2414

藤嶋　輝夫110609

TEL 092-986-5137

（株）ＳＨＩＮＴＥＣ 500 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市西区横浜１－４７－１〒819-0166

松尾　信110610

TEL 092-292-6805

（株）コンフルテック 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－２３－４－３０４〒812-0011

三好　世威一110611

TEL 092-292-1864

（株）ＲＯＯＭＳ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区山王２－５－２７〒812-0015

湯川　智康110612

TEL 093-701-2334

（有）小倉商會 6,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市若松区西天神町８－６〒808-0101

谷﨑　文博110613

TEL 093-953-9071

ＵｎｉｒＴｅｃｈｎｉｃａ（株） 1,000 －4008無法

建１大１内１
福岡県北九州市小倉北区井堀３－１６－１３〒803-0835

宮本　善高110614

TEL 093-472-1048

内田忠建設 －4008有個

土１建１
福岡県北九州市小倉南区東貫２－１２－４０〒800-0224

内田　忠昭110615

TEL 093-602-5320

（株）中尾機設工業 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区本城東５－１８－１２〒807-0815

中尾　敬一110616

TEL 093-617-3942

（株）デコサイズ 5,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町３－１０〒807-1114

原岡　俊明110617

TEL 0944-76-3562

堤電設 －4003無個

電１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾１２９３－６〒839-0253

堤　照勝110618

TEL 0943-32-6665

（株）ポパイ 5,000 －4007有法

土１と１
福岡県八女郡広川町大字広川１１０２－３８〒834-0121

宮原　幸子110619

TEL 0944-73-4641

（株）明治工業 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県柳川市大浜町１７６６－３０〒832-0053

古賀　康隆110620

TEL 0948-43-3538

藤原電機工業 －4010無個

電１
福岡県嘉麻市山野２１５７－６〒820-0202

藤原　進110621
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TEL 093-618-6310

コウショウ建築設計 －4008有個

建１
福岡県北九州市八幡西区高江４－１３－１３〒807-1152

高橋　英明110622

TEL 092-581-8200

（株）キクハラ金属 10,000 －4011有法

土１と１解１
福岡県大野城市東大利４－７－３〒816-0941

菖蒲　盛夏110623

TEL 092-710-3570

山健工業（株） 5,000 －4011無法

大１
福岡県那珂川市今光６－８２－２０１－３〒811-1211

山崎　健一110624

TEL 093-230-1237

（株）洞南工業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区本城東２－８－２０〒807-0815

山口　一樹110625

TEL 093-474-1622

（株）小田建築工房 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町１－２０－１１－１Ｆ〒800-0207

小田　拓二110626

TEL 093-631-1169

（株）エムケイ住宅 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２－７－１〒806-0047

村田　裕一110627

TEL 093-383-0955

さうんど・ぷるーふ －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区別所町１６－９〒806-0068

藤井　裕110628

TEL 092-710-9700

（株）居倉建築板金店 300 －4001無法

板１
福岡県糟屋郡宇美町宇美東３－４－４２〒811-2125

居倉　世治110629

TEL 092-624-7316

（株）誠建装 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区多の津４－１２－３５〒813-0034

安河内　誠110630

TEL 092-263-8915

（有）ＲＯＣＯＣＯ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区上呉服町１０－２９吉井ビル４階〒812-0036

水戸　美幸110631

TEL 092-865-9578

邦栄工業（株） 5,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市城南区樋井川６－２－２〒814-0153

前田　邦弘110633

TEL 092-562-2491

（株）ネクサス 10,000 －4001無法

電１機１通１
福岡県福岡市南区皿山１－４－４３〒811-1365

中村　英世110634

TEL 0947-62-2883

（株）中森総建 5,000 －4009無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡赤村大字内田１１５７〒824-0432

中森　将太110635
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TEL 0947-44-5977

平林建材店 －4009有個

建１
福岡県田川市大字伊田１９０４番地２〒825-0002

平林　勝広110636

TEL 0942-75-1028

（株）匠建設 5,000 －4002無法

大１
福岡県小郡市三沢９９７－７〒838-0106

川口　信之110638

TEL 0942-43-5506

生野建設 －4002無個

建１
福岡県久留米市御井旗崎２－２０－１２〒839-0841

生野　義則110639

TEL 093-953-8919

中尾建設 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉南区山手３－１５－１８〒802-0982

中尾　公紀110641

TEL 093-965-6268

（株）大輝工業 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区日の出町１－８－４５〒802-0842

下川　大二郎110642

TEL 093-701-3988

（株）小澤工業 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区畠田３－５－７８－３０１〒808-0104

小澤　博110644

TEL 092-935-1040

（株）九鏡 10,000 －4001有法

ガ１具１
福岡県糟屋郡志免町南里７－５－３０〒811-2207

藤村　順二110645

TEL 092-433-8756

ナショナルリファイン（株） 3,000 －4001無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県福岡市博多区榎田２－９－３８〒812-0004

川原　彰二110646

TEL 092-518-2528

原田塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市城南区茶山１－５－３〒814-0111

原田　淳平110648

TEL 092-586-6446

黒岩建設（株） 40,000 －4011有法

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗１し１板２ガ２塗２防２内２絶２具２水１解２
福岡県大野城市白木原５－２－１〒816-0943

山下　美保110649

TEL 093-632-1980

装新 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区萩原２－４－２〒806-0059

坂本　秀明110650

TEL 093-481-2754

（株）ＫＰＣ 1,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市門司区吉志新町１－５－３〒800-0118

小山　由紀子110651

TEL 093-951-9444

（株）山内工業 2,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区北方２－１４－６〒802-0841

山内　静義110652
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TEL 092-821-7306

ソナ（株） 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区南庄２－２１－１７〒814-0031

立石　恵美子110653

TEL 092-891-7783

（株）ＮＹＵ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区生の松原３－１０－２０〒819-0055

植村　将行110654

TEL 0947-32-2925

隼斗電設 －4009無個

電１
福岡県田川郡香春町大字香春１５５９－１０〒822-1406

今田　宏之110655

TEL 0949-24-9363

（株）地建 5,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県宮若市龍徳６６４－２１〒823-0001

小林　麻実110656

TEL 0949-28-8067

（株）木内通信 1,000 －4004無法

通１
福岡県直方市大字頓野１１９０－１８〒822-0002

木内　祐承110657

TEL 0943-73-7776

明里興業 －4002無個

と１
福岡県うきは市吉井町清瀬５４－１４〒839-1312

明里　将門110658

TEL 0944-53-1465

（有）坂口組 5,000 －4003有法

土１と１舗１解１
福岡県大牟田市手鎌６５１－１〒836-0004

津村　剛110659

TEL 0948-43-4774

修建工業 －4010無個

土１舗１
福岡県嘉麻市平５４０－３〒820-0203

小林　修三110661

TEL 0948-57-0740

（株）和田組 5,000 －4010無法

土１建１大１と１屋１タ１鋼１舗１内１水１解１
福岡県嘉麻市芥田１１６－１〒820-0331

和田　廣美110663

TEL 0948-22-4777

飯塚ツバメプロパン（株） 10,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市立岩１１２６〒820-0003

花元　裕治110664

TEL 093-541-1553

山建工業 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉北区下富野４－２１－１９〒802-0023

山本　悦人110665

TEL 093-776-8038

（株）キョウシン 1,000 －4008無法

建１と１
福岡県北九州市若松区畠田２－６－２０－２０１〒808-0104

中村　勝典110666

TEL 093-601-3686

（株）大河電業 2,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区鷹見台２－１０－３〒807-0853

大河　卓三110667
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TEL 093-475-3878

鈴木電工 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区葛原本町３－１４－１６〒800-0253

鈴木　利幸110668

TEL 093-383-1036

（株）瀧田建設工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡遠賀町若松６６５－１〒811-4304

瀧田　修110669

TEL 0940-32-4568

（株）松山工業 2,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県宗像市樟陽台１－１０－４〒811-3408

松山　俊平110670

TEL 093-616-0916

（株）亮成工業 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区金剛２－３－１５〒807-1263

工藤　亮110671

TEL 093-617-1203

（株）隆建工業 1,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町３２－６〒807-1114

横手　隆紀110672

TEL 0947-32-2472

杉山工業（株） 500 －4009無法

管１
福岡県田川郡香春町大字香春８０６－２〒822-1406

杉山　尚110673

TEL 092-918-1055

（株）アクアリフォーム 1,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市棟原東３－１２－１８〒818-0059

大島　博文110674

TEL 092-574-9263

（株）ショージ 56,000 －4011有法

土１と１石１舗１
福岡県大野城市山田３－１１－１５〒816-0922

中園　克己110675

TEL 092-332-9426

（株）長工業 5,000 －4001無法

大１
福岡県糸島市師吉７０９－６９〒819-1314

長　隆二110676

TEL 092-407-3341

福岡大栄（株） 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市東区土井３－３１９－１〒813-0032

小關　大司110677

TEL 092-474-0711

ヤマエ久野（株） 2,974,593 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１３－３４〒812-0013

大森　礼仁110678

TEL 0949-52-6113

（株）大恵 3,000 －4004無法

と１鋼１機１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２７３７－３〒807-1312

大﨑　一弘110680

TEL 0947-85-8740

（株）ＳＯＵＷＡ 5,000 －4009無法

と１
福岡県田川市大字夏吉４００３－２５〒825-0004

和田　裕太110681
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TEL 092-633-2454

西部ガス都市開発（株） 400,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市博多区千代１－１７－１〒812-0044

柘植　明善110682

TEL 092-501-5645

建床 －4011無個

左１
福岡県春日市若葉台東３－４５〒816-0821

木村　太一110683

TEL 092-210-7282

（株）Ｅｙ－ｃｏｏｌ　ｓｙｓｔｅｍ 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区清水４－６－１５－２０１〒815-0031

江口　尚110684

TEL 092-408-1148

（有）リバティ 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区塩原４－２０－２〒815-0032

秋吉　善明110685

TEL 092-692-8020

（株）山崎工業 5,000 －4001無法

と１鋼１
福岡県糟屋郡志免町片峰１－６－１８〒811-2245

山崎　孝志110686

TEL 093-967-8422

（株）タケウチ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区下曽根２－１－４８〒800-0217

竹内　勇太郎110687

TEL 0949-26-2333

（有）原田通信工事 3,000 －4004無法

通１
福岡県直方市大字感田１７７－１５９〒822-0001

原田　剛110689

TEL 0944-63-7096

中村建設（株） 5,000 －4003無法

建１
福岡県柳川市三橋町江曲２０６－１〒832-0825

中村　尚夫110691

TEL 0942-62-4860

（株）筑水工業 5,000 －4002無法

土１と１管１舗１井１水１
福岡県久留米市城島町六町原３５１－２〒830-0206

笹隈　清高110692

TEL 0942-55-1092

（株）イマクル 5,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市瀬下町３８３〒830-0025

能登　恭太110693

TEL 092-927-3091

（株）田辺設備 5,000 －4011無法

電１管１
福岡県筑紫野市岡田２－２０－２５〒818-0013

田邊　博幸110694

TEL 0949-32-4836

福崎工業 －4004無個

土１
福岡県宮若市霍田１４００－２〒823-0002

福崎　雅雄110695

TEL 0949-33-3574

（株）勝栄建設 5,000 －4004無法

土１
福岡県宮若市磯光１８２７〒823-0004

篠原　久美子110696
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TEL 0930-42-0808

（株）箕面開発 80,000 －4005有法

土２建２と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２
福岡県京都郡みやこ町犀川大阪１１９４－１〒824-0225

中原　成仁110697

TEL 092-807-1419

石田組 －4001無個

大１と１解１
福岡県福岡市西区今津４８０１－１６８〒819-0165

石田　雅也110698

TEL 092-986-1105

（株）ジンヤ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区小戸３－３１－１９〒819-0001

陣内　吉信110699

TEL 092-410-6609

（株）モデスト 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県糟屋郡新宮町夜臼２－８－２５〒811-0110

村山　幸範110700

TEL 092-671-8820

えびす技建 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区香椎浜２－６－３－３０１〒813-0016

中西　光德110701

TEL 092-321-0483

（株）柴田 5,000 －4001無法

板１
福岡県糸島市篠原西１－１－８〒819-1129

柴田　美佐緒110702

TEL 092-982-7658

（株）吉冨組 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市早良区東入部８－３３－２２〒811-1102

吉冨　雄介110704

TEL 092-937-5801

広和メタル（株） 3,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１２３４－８〒811-2112

髙木　浩110705

TEL 092-281-4052

創ネット（株） 20,000 －4001有法

機１通１
福岡県福岡市博多区築港本町６－３〒812-0021

小口　幸士110706

TEL 092-471-9382

（株）Ｌｕｎｋｅｒ’ ｓ 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市博多区東光寺町２－９－３４－４０５〒812-0896

佐野木　卓矢110707

TEL 0940-33-1510

（株）宝建設 1,000 －4008無法

土１と１
福岡県宗像市桜美台３２－８〒811-4177

永嶋　哲宏110708

TEL 093-616-9516

（株）信和工業 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区大字野面３０９－１〒807-1262

大場　信二110709

TEL 092-405-4575

（株）ファイブライン 3,000 －4001無法

建１塗１防１
福岡県福岡市東区香椎台３－２５－２０〒813-0014

的山　義久110711
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TEL 092-432-7903

（株）ライフクリエイト 2,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区住吉５－２２－９－２０２〒812-0018

渡辺　純一110712

TEL 092-408-7077

（株）坂口工業 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区皿山３－２－５２〒811-1365

坂口　大知110713

TEL 092-292-1961

（株）タカトミ 9,000 －4001無法

建１と１内１解１
福岡県糟屋郡新宮町上府北４－１－１６〒811-0123

諸岡　亮110714

TEL 092-939-3123

林組 －4001無個

具１
福岡県糟屋郡粕屋町戸原西１－１－１１〒811-2319

林　和昌110715

TEL 092-566-5543

（株）貴和住建 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区大平寺２－３４－５〒811-1354

樋口　昭満110716

TEL 092-513-0130

（株）ヒラカワ 10,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市御笠川２－１０－１６〒816-0912

平川　健110717

TEL 092-921-8617

勝己建装 －4011無個

内１
福岡県太宰府市国分４－１７－２０〒818-0132

平山　勝巳110718

TEL 092-954-2201

（株）第一園芸 10,000 －4011有法

園１
福岡県那珂川市観晴が丘３－５〒811-1216

田中　健彦110719

TEL 0943-72-0812

小林造園 －4002無個

園１
福岡県久留米市田主丸町菅原１２７２－５〒839-1225

小林　栄一110720

TEL 0944-32-1931

（株）小川工業 5,000 －4003有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県三潴郡大木町大字笹渕２５２－１〒830-0401

小川　偉位110721

TEL 0942-32-4505

（株）佐藤商店 30,000 －4002有法

管１機１
福岡県久留米市中央町１８－１１〒830-0023

佐藤　太一110722

TEL 0942-80-5707

山下塗装 －4002無個

塗１
福岡県久留米市藤光町１８１－３〒830-0054

山下　勇110723

TEL 0944-56-2471

（合）河野工業 1,000 －4003無法

と１
福岡県大牟田市藤田町７９８－１〒836-0074

河野　哲雄110724
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TEL 0948-31-0502

（株）岸クレーン工業 3,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市柳橋字宝来５１５－１〒820-0063

岸　光昭110725

TEL 0930-22-3865

（株）杉建 5,000 －4005無法

建１と１解１
福岡県行橋市大字延永６２７番地〒824-0068

杉園　透馬110726

TEL 093-581-7655

大山土木（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区南丘１－３－７〒803-0863

大山　和明110727

TEL 093-583-3233

小田商會（株） 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉北区菜園場２－３－３３〒803-0823

小田　裕基110728

TEL 093-701-5337

（株）髙倉工業 5,000 －4008無法

管１鋼１機１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚７７８－１〒811-4213

髙倉　亮太110729

TEL 093-981-0328

（株）永富塗装工芸 3,000 －4008無法

塗１
福岡県中間市通谷３－２７－３４〒809-0018

永富　秀典110730

TEL 093-776-0017

興栄開発（株） 5,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県北九州市八幡西区茶屋の原１－１－８〒807-1134

近藤　利110731

TEL 093-616-9087

Ｙｏｕｊコート（株） 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区元城町１５－３〒806-0015

氏家　秀一郎110732

TEL 093-293-4114

岩熊緑化建設 －4008無個

園１
福岡県遠賀郡遠賀町浅木１－２１－６〒811-4312

岩熊　康正110733

TEL 093-601-9149

和泉工業（株） 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区貴船台１９－２３〒807-0814

和泉　秀夫110734

TEL 093-776-2777

武田技建（株） 5,000 －4008無法

大１左１石１タ１塗１防１内１
福岡県遠賀郡岡垣町山田峠２－１－１７〒811-4223

武田　信也110735

TEL 093-472-9384

（有）松原産業 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区沼本町１－１３－６〒800-0208

松原　末廣110736

TEL 0942-62-4151

森崎工芸（株） 33,750 －4002有法

内１
福岡県久留米市城島町浮島１０２５〒830-0221

森崎　俊之110737
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TEL 092-555-7850

笠瀨建塗（株） 5,000 －4011無法

左１
福岡県那珂川市大字別所３７９－４８〒811-1245

笠瀨　新作110738

TEL 0948-57-0382

（有）嘉穂衛生 8,000 －4010有法

管１
福岡県嘉麻市牛隈２５１３－１９〒820-0301

下村　和美110739

TEL 0948-42-3814

伊藤工業 －4010無個

防１
福岡県嘉麻市鴨生８０４－１２〒820-0206

伊藤　繁樹110740

TEL 0948-62-2729

山口工業（株） 5,000 －4010無法

土１と１解１
福岡県嘉麻市西郷１００９－２〒820-0505

山口　康司110741

TEL 0930-55-2029

（株）伸和産業 500 －4005無法

土１
福岡県行橋市東大橋２－２３－３〒824-0002

楠森　伸泰110742

TEL 0947-32-5670

得心工業（株） 5,000 －4009無法

筋１
福岡県田川郡香春町大字中津原１２４８－２３〒822-1405

水田　和宏110743

TEL 092-986-9685

ｉｎ．Ｄ．ｓｔｙｌｅ（株） 5,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県糟屋郡志免町東公園台２－１１－１〒811-2241

小倉　誠110744

TEL 092-407-8246

（株）アース建築システム 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市城南区堤１－１３－１ステラ堤６０２〒814-0151

鶴田　健治110745

TEL 092-947-5316

ゼットプラン －4001無個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町尾仲３３０－２１〒811-2413

田崎　吉市110746

TEL 093-602-8591

（株）盛進 10,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区折尾４－９－９〒807-0825

坂本　千秋110747

TEL 093-791-3978

（株）アキモト 5,000 －4008無法

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市若松区鴨生田４－９－２６〒808-0105

秋本　憲昭110748

TEL 093-931-7377

（有）コーヨー家具工芸 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区熊本３－１５－２１〒802-0044

桑野　和美110749

TEL 093-474-3578

ウエダ保温 －4008無個

絶１
福岡県北九州市小倉南区上曽根３－４－３３〒800-0223

植田　弘法110750



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1292頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-260-7649

（株）ジオパーク 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目９番５－池松ビル２Ｆ〒812-0013

下川　隆行110751

TEL 092-407-3501

（株）大野工務店 1,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市早良区大字石釡４０－４８〒811-1132

大野　登110752

TEL 092-894-2363

（株）中村設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区上山門一丁目１６番３－１０７号〒819-0054

中村　吉明110753

TEL 092-953-3371

（株）三和建創 1,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市大字山田１５２－８４〒811-1244

森永　達義110754

TEL 0946-42-0138

津曲工業 －4006無個

土１と１解１
福岡県朝倉郡筑前町安野１９－６〒838-0213

津曲　満治110755

TEL 093-282-1627

（株）和田工務店 5,000 －4008無法

土１と１石１管１舗１し１水１解１
福岡県遠賀郡岡垣町吉木東１－１８－５〒811-4241

和田　太希雄110756

TEL 093-771-5551

（株）キフネ 20,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市若松区大字安瀬５７－１〒808-0022

福田　愛二郎110757

TEL 093-246-2339

（株）大谷工業 1,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県中間市中尾４－５－５〒809-0032

大谷　健一110758

TEL 093-965-0300

（株）國兼建設 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町２－４－２２〒802-0979

國兼　洋介110759

TEL 092-710-1555

中山工業（株） 6,000 －4011無法

と１解１
福岡県那珂川市大字山田１５２－３５〒811-1244

中山　敏秋110760

TEL 092-892-3433

（株）西匠 3,000 －4001無法

左１石１屋１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市西区下山門１－２７－１８－１〒819-0052

伊藤　修二110761

TEL 092-400-6662

（株）猿渡工務店 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市西区野方５－５８－１２〒819-0043

猿渡　信一110762

TEL 092-334-5086

（株）シーランド 5,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市荻浦５３４－１７〒819-1121

千原　晴美110763



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1293頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-55-7001

（株）エアーテクニカル 5,000 －4003無法

管１
福岡県大牟田市旭町３－５－４〒836-0807

三上　美恵110764

TEL 0942-75-1550

（有）ヤクシン 3,000 －4002無法

と１
福岡県小郡市三沢５２２０－２〒838-0106

中村　登110766

TEL 092-923-1563

（株）キューエイ 10,000 －4011無法

電１通１
福岡県筑紫野市天拝坂１－９－１〒818-0053

越川　功110767

TEL 0930-55-2021

（株）ｅＬｏｖｅ 1,000 －4005無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県行橋市行事８－８－１０〒824-0001

松尾　裕子110768

TEL 092-882-5081

共和 －4001無個

と１電１
福岡県福岡市西区拾六町４－３４－２〒819-0041

折田　幸一110769

TEL 092-611-1992

（株）坂本風呂 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区吉塚６－５－２８〒812-0041

青木　和彦110770

TEL 092-621-5363

堀口興業 －4001無個

左１
福岡県福岡市東区多の津４－２２－１４〒813-0034

堀口　岩美110771

TEL 092-674-8088

尚栄サービス －4001有個

通１
福岡県福岡市東区名子３－１８－９〒813-0024

飛賀　尚道110772

TEL 093-583-8088

（有）コア 5,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉北区篠崎１－６－５〒803-0861

縄田　剛之110773

TEL 092-582-1118

（株）丸和工務店 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区麦野１－５－２〒812-0882

和多　正次110775

TEL 092-586-9833

（株）馬込防建 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区板付５－４－５－１〒812-0888

馬込　俊男110776

TEL 093-482-3018

（株）ファミリー住宅 1,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市小倉北区砂津１－５－１２〒802-0014

國政　壽次郎110777

TEL 093-701-9138

矢野塗装工業 －4008無個

塗１
福岡県北九州市若松区花野路３－４－１６〒808-0136

矢野　毅利110778
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-293-6048

エーマックス（株） 5,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡遠賀町別府２５１１－１〒811-4331

末富　正明110779

TEL 093-482-6757

（株）ヨシウラ 3,000 －4008無法

解１
福岡県北九州市八幡西区穴生１－７－２〒806-0049

吉浦　友彦110780

TEL 093-701-2127

（有）河村組 3,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市若松区東二島５－１４－６８〒808-0102

河村　真也110781

TEL 093-777-3896

（株）ＭＤＳ 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区安部山２－１４〒800-0258

宮﨑　三津男110782

TEL 093-701-8498

（株）舜聖工業 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市若松区中川町１－２７〒808-0025

大迫　聖義110783

TEL 093-475-7441

山田鉄筋工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉南区下吉田２－１５〒800-0203

小野　善彦110784

TEL 093-282-0055

（株）伊規須商事 10,000 －4008有法

管１
福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津１０６１〒811-4231

山下　友朗110785

TEL 0948-42-1008

ガーデンホーム（株） 40,000 －4010無法

土２建２大２と１石１屋２タ２鋼２舗１し１塗２内２水１解２
福岡県嘉麻市鴨生３０－４６〒820-0206

石橋　純二110787

TEL 0949-52-0064

岡クレーン工業 －4004無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県宮若市福丸２５４－１〒822-0101

岡　隆次110788

TEL 092-948-4401

（株）エコラ 5,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５８５－１〒811-2413

山崎　誠110789

TEL 092-691-5186

あおば建装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市東区青葉３－１２－２〒813-0025

國本　透110790

TEL 092-327-2518

（株）小島組 1,000 －4001無法

と１
福岡県糸島市志摩師吉１４１－１６２〒819-1314

小島　龍一110791

TEL 0948-21-0054

（株）雅建設 1,000 －4010無法

大１
福岡県飯塚市伊岐須６４３－１〒820-0053

二瓶　雅也110792



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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福岡県
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TEL 0948-24-9122

（株）篠田鉄筋 5,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市椿７２９－１〒820-0084

篠田　智紀110793

TEL 092-981-3026

船田工業（株） 10,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区諸岡６－２９－２０－１０５〒812-0894

橋本　英治110794

TEL 0946-23-2583

マチダカッター工事（株） 3,000 －4006無法

と１解１
福岡県朝倉郡筑前町野町１０００－３〒838-0815

飯田　浩一110795

TEL 093-952-5157

（株）ＫＩ 10,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸１－１２－３－２０１〒802-0061

岸川　力也110796

TEL 093-613-1311

（株）大下田工業 100 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区中の原１－８－２５〒806-0078

大下田　涼110797

TEL 092-606-8140

（株）山口アルミ 5,000 －4001無法

建１と１鋼１板１ガ１内１具１
福岡県福岡市東区和白５－１５－５－３０６〒811-0202

山口　剛史110798

TEL 0942-65-3530

（株）みずおと 5,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市上津１－２９－３２－１〒838-0055

緒方　次男110799

TEL 0942-27-7534

（株）村上組 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市南３－１８－１１〒830-0051

村上　菊男110800

TEL 0942-43-2238

丸久鋼材（株） 70,000 －4002有法

建１電１鋼１機１
福岡県久留米市太郎原町１４９８－１〒839-0821

待鳥　寿110801

TEL 0943-36-0033

中村設備 －4007無個

管１
福岡県八女市立花町上辺春３２１２〒834-0083

中村　秀典110802

TEL 092-555-7907

（株）ジェイテック 2,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県筑紫野市大字筑紫４０８－４〒818-0025

矢島　明美110803

TEL 092-408-2745

（株）リンクス 10,000 －4011有法

内１
福岡県春日市天神山２－１４８－２〒816-0855

鈴木　祐輔110804

TEL 093-613-4400

（株）ケールーフ 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区的場町７－８〒807-0841

川頭　龍紀110805
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 0940-52-4299

竹場屋根工事店 －4008無個

屋１
福岡県福津市津屋崎２－８－３１〒811-3304

竹場　大士110806

TEL 093-881-3620

（株）タイヨー興産 5,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市戸畑区中原西３－１２－２３〒804-0011

木村　元110807

TEL 093-618-8910

（株）丸裕築炉 5,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡西区香月西１－１２－１２〒807-1103

小林　裕二110808

TEL 092-873-0501

（有）広陽 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区南片江１－７－８〒814-0143

松尾　俊明110809

TEL 092-606-0085

伊藤設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市東区三苫５－１－５１－３０４〒811-0201

伊藤　伸彦110810

TEL 092-292-3939

（株）良美工業 1,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原２－１２－１〒811-2315

澤原　一也110811

TEL 0943-77-5903

（株）小河電気 8,000 －4002無法

電１
福岡県うきは市浮羽町浮羽３８－９〒839-1402

小河　博行110812

TEL 0942-45-5259

（株）優和 5,000 －4002無法

機１
福岡県久留米市山川安居野３－３－３０〒839-0812

井手　和巳110813

TEL 0944-76-4505

古賀材木店 －4003有個

建１
福岡県柳川市大和町豊原５９５〒839-0242

古賀　毅110814

TEL 092-929-2104

（株）旭基礎鉄筋 1,000 －4011無法

筋１
福岡県太宰府市通古賀２－６－２０〒818-0104

太田　大二郎110815

TEL 092-260-7272

（株）メディアース・ジャパン 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区東那珂３－２－２０〒812-0892

難波　夏樹110816

TEL 092-710-3560

（株）左座組 5,000 －4011無法

大１
福岡県那珂川市今光６－８２－２０１－２〒811-1211

左座　正史110817

TEL 09496-2-8887

福組（株） 3,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市勢田２４７７〒820-1111

福井　政樹110818
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TEL 0948-21-4312

（株）髙倉建総 5,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市潤野１２９６－７〒820-0021

髙倉　輝久110819

TEL 093-645-2372

黒田塗装工業（株） 5,000 －4008無法

と１塗１
福岡県北九州市八幡西区若葉２－１８－３８〒806-0066

黒田　浩太郎110820

TEL 093-617-7374

（有）ＫＳＩ 7,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町３１－６〒807-1114

金武　俊輔110821

TEL 093-482-6888

（株）シンプルハウス 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区引野３－１７－１〒806-0067

下郡　文雄110822

TEL 093-621-8255

（株）富士壱建設 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区小鷺田町６－１８－８０５〒806-0056

鹿島　裕一郎110823

TEL 093-474-6323

（株）村上塗装工業 1,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区津田４－５－４〒800-0242

村上　豪110824

TEL 0942-26-8898

（株）キャンコントロール 3,000 －4002有法

電１管１
福岡県久留米市安武町安武本３０５６－１０〒830-0072

森山　悟110825

TEL 092-936-2187

（株）厨建 10,000 －4001無法

管１機１
福岡県糟屋郡志免町南里２－１７－７〒811-8577

徳沢　忠明110826

TEL 092-558-4307

サガタ空調設備（株） 5,000 －4011無法

屋１管１板１
福岡県春日市大土居１－１２３－５〒816-0847

佐潟　勝弘110827

TEL 093-581-4750

（株）保安通信 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区田町１５－４－４０２〒803-0817

宮川　淳士郎110828

TEL 093-691-7188

（株）共栄プラント 1,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯３－４－１０〒807-0876

長野　輝征110829

TEL 093-751-7938

野田技研 －4008無個

管１
福岡県北九州市若松区中川町４－８〒808-0025

野田　克哉110830

TEL 093-383-1020

（株）北都建設 1,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区下富野４－１－１２〒802-0023

大迫　幸夫110832



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1298頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-592-4111

（有）フォルム 5,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘３－２８〒803-0833

中村　有宏110833

TEL 093-331-8920

（株）成和 5,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市門司区葛葉１－１３－１９〒801-0808

法本　泰典110834

TEL 093-863-1919

（株）サンエイ 5,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉南区上吉田５－１－８〒800-0201

三宅　正信110835

TEL 0942-42-5939

（株）立石組 5,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県朝倉郡筑前町東小田１６３５－１〒838-0214

立石　博110837

TEL 0947-50-8677

（株）外越電気 1,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡川崎町大字田原１９７３－４〒827-0004

外越　正樹110838

TEL 0948-72-5055

（株）中島工業 5,000 －4010無法

と１園１解１
福岡県飯塚市北古賀５１５－１〒820-0703

中島　宏二110839

TEL 0947-26-3617

竹田工業 －4009無個

と１
福岡県田川郡糸田町１８７０－７５〒822-1304

竹田　照美110840

TEL 092-410-0500

（株）ＥＷＳ 7,500 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡新宮町原上１６４７－２〒811-0101

溝口　貴大110841

TEL 092-555-5445

（株）ｓｏｕｄｅｎ 500 －4001有法

電１
福岡県福岡市城南区長尾５－２０－９〒814-0123

飯干　健二110842

TEL 092-805-8287

（株）クリン電工 2,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市西区今宿青木３９０－１３〒819-0162

原田　照秀110843

TEL 092-672-4981

（有）正野建設 3,000 －4001無法

土１と１管１鋼１舗１水１
福岡県福岡市東区舞松原５－５－８〒813-0042

正野　恒明110845

TEL 0942-23-6017

ＳＫＹテクノ －4002無個

土１と１石１舗１し１
福岡県三井郡大刀洗町大字春日７７７－３〒830-1221

川野　真士110846

TEL 0942-62-3855

（株）中園土木 40,000 －4002無法

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２
福岡県久留米市城島町浜５４１－１〒830-0203

中園　秀男110847



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1299頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0943-72-0197

シンセイ －4002無個

管１
福岡県久留米市田主丸町朝森５３３－３－２〒839-1227

古賀　誠一110848

TEL 092-986-2025

高山建設（株） 5,000 －4011無法

大１
福岡県筑紫野市紫６－１１－１１〒818-0061

高山　啓二110850

TEL 093-592-3088

北九州種苗産業（株） 3,000 －4008有法

土１建１
福岡県北九州市小倉北区西港町１２３－１７〒803-0801

田口　清治110851

TEL 093-651-8013

（株）フジ企画 5,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市八幡東区豊町７－２〒805-0044

藤原　幸太郎110852

TEL 093-452-3373

（株）ＤＵＣＴ 2,000 －4008無法

屋１管１板１
福岡県北九州市小倉南区長行西４－２０－１１〒803-0272

寺本　義美110853

TEL 0947-42-4320

ワイエム・テック －4009無個

左１
福岡県田川市大字川宮８５－４〒826-0042

松本　信二110854

TEL 092-881-2575

エフ・ケイ工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市西区生の松原４－４１－８〒819-0055

磯本　健一郎110855

TEL 092-517-6675
ョン（株）
グローバル・エージェンシー・コーポレーシ 5,550 －4001有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－１５－１５－８０５〒812-0011

吉原　慎也110856

TEL 092-407-7310

（株）ライテック 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区田島５－２－２３〒814-0113

　岡　靖友110857

TEL 092-410-9210

（株）福岡フロント工業 3,000 －4001無法

土１と１鋼１具１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１３５８－１〒811-2112

中島　照子110858

TEL 092-986-6769

（株）八代建設 2,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市早良区四箇１－２－１７〒811-1103

八代　宗之110859

TEL 092-407-0771

（株）ロイヤル・インテリア 100 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区片江２ー２５ー１８〒814-0142

児玉　俊一110860

TEL 0944-85-8325

（株）友進工業 10,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県柳川市有明町１６２６－２〒832-0054

梅﨑　愼一110862



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1300頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-586-8676

（株）フラット機設 5,000 －4011無法

と１鋼１機１
福岡県大野城市南大利１－８－１２〒816-0956

清水　龍平110863

TEL 092-710-7833

九州電建舎（株） 1,000 －4001無法

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市博多区東那珂１－４－１０〒812-0892

横山　高規110864

TEL 0947-72-3025

（株）ライズテック 5,000 －4009無法

筋１
福岡県田川郡川崎町大字川崎８３７－１〒827-0003

大森　健治110865

TEL 0949-22-3220

晃和装飾 －4004無個

建１内１解１
福岡県直方市大字下新入２４７９－３〒822-0032

山本　晃嗣110866

TEL 093-967-6640

（有）水流建設 5,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区徳力７－１－２０－２０５〒802-0974

水流　朝徳110867

TEL 093-621-7073

（株）拓秀建設 40,000 －4008無法

土２と２舗２水２
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町１３－２７－８１０〒806-0041

里仲　秀夫110868

TEL 0942-36-1252

斗蓮工業 －4002無個

と１
福岡県久留米市小森野６－２０－１０〒830-0001

権藤　伸秀110869

TEL 092-515-6330

（株）ビークラフト 1,000 －4011無法

管１
福岡県那珂川市西畑１０２５－３〒811-1246

伊藤　慎佑110870

TEL 093-246-1357

（株）須加﨑技建 5,000 －4008無法

大１
福岡県中間市長津２－１４－６〒809-0036

須加﨑　素110871

TEL 093-617-3181

アースエンジニアリング（株） 24,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区金剛３－５－５６〒807-1263

橋本　勝之110872

TEL 093-452-1490

北九州信和（有） 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区大字新道寺４９５－１〒803-0186

成田　和重110873

TEL 0946-22-3507

竹末建具製作所 －4006無個

具１
福岡県朝倉市馬田３２７〒838-0058

竹末　伸幸110874

TEL 0946-52-0363

梓工建（株） 5,000 －4006無法

建１大１内１
福岡県朝倉市古毛２４２０－１〒838-1307

手島　秀二110875



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-482-0226

（株）ＦＯＭＡクリーンエネルギー 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南２－３－１２〒812-0016

福崎　義親110876

TEL 092-477-3939

（株）長谷工コミュニティ九州 100,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２電２管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２消１
福岡県福岡市博多区博多駅前１－２１－２８〒812-0011

谷　洋一110877

TEL 092-963-0028

（株）ニシエイ 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡新宮町大字三代４８９－２〒811-0111

西村　英喜110878

TEL 092-804-1406

（株）西村塗装店 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区早良５－３０－１３〒811-1122

西村　正治110880

TEL 092-407-1695

（株）徳生工業運輸 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市西区大字橋本４８７－１〒819-0033

藤田　準子110881

TEL 092-573-8025

仁田原土木 －4011無個

と１
福岡県大野城市下大利団地３３－１０１〒816-0951

仁田原　龍見110882

TEL 092-775-8361

梅野電工 －4001無個

電１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈２６４－６〒811-2301

梅野　悟志110883

TEL 0930-56-0093

凌成工業（株） 5,000 －4005無法

機１
福岡県築上郡築上町大字越路２３１－１〒829-0332

橋田　将志110884

TEL 0930-32-3560

（株）マキノ 5,000 －4005無法

具１
福岡県京都郡みやこ町勝山大久保３２２３－１〒824-0801

牧野　勝彦110885

TEL 0947-85-9458

美川塗装 －4009無個

塗１
福岡県田川市大字伊田４４０６－１〒825-0002

美川　修二郎110886

TEL 0948-80-5983

（株）バイユウ 5,000 －4010無法

土１園１
福岡県飯塚市横田３７５－１３９〒820-0044

森山　行宣110887

TEL 0942-80-8638

建築工房ＤＥＣＯ －4002有個

建１
福岡県久留米市山川町１４５４－６〒839-0817

田村　幸次110888

TEL 092-481-9100

（株）カンサイ 96,000 －4001有法

電１管１機１
福岡県福岡市博多区東比恵３－３２－１５〒812-0007

灘　太110889



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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TEL 092-933-1173

（株）ケーテック 5,000 －4001無法

土１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須惠７２８－１７〒811-2114

上揚　啓子110890

TEL 092-834-5383

（株）ＡＣＥ 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市城南区大字東油山字黒ノ原５１５－５６〒814-0155

川野　優一110892

TEL 092-806-1053

（有）三苫製材所 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区周船寺２－１３－５３〒819-0373

三苫　雄次110893

TEL 0943-22-9555

ＲＯＯＭアセットマネジメント（株） 9,000 －4007無法

建１
福岡県八女市大島１１２－１〒834-0005

平島　秀一110894

TEL 0942-47-2257

幸若板金 －4002無個

板１
福岡県久留米市善導寺町与田５－１７〒839-0823

幸若　禎之110895

TEL 0942-34-1079

山田建築 －4002無個

建１
福岡県久留米市西町１０５４－３５－３０３〒830-0038

山田　嘉木110897

TEL 0942-64-2586

寺崎工務店 －4002無個

建１
福岡県久留米市三潴町福光５７７－１〒830-0114

寺崎　茂樹110898

TEL 092-515-0741

（合）デザイン工房無現 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－２８－１００３〒812-0013

力丸　寛治110899

TEL 092-558-9398

（株）サンジョウ 1,000 －4001無法

板１防１
福岡県福岡市南区弥永４－１６－１〒811-1323

西嶋　実110900

TEL 092-565-3442

（株）大田電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区老司３－３－１４〒811-1346

大田　健至110901

TEL 093-777-5873

Ｏｃｈｉｎａｉｓｏｕ －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区鷹見台２－１－１２鷹見台ビル１０１〒807-0853

越智　真也110902

TEL 0944-63-3826

（株）シギヤマ家具工業 90,000 －4007有法

建１大１内１
福岡県筑後市大字馬間田１５３〒833-0023

鴫山　国廣110904

TEL 0943-22-2128

エイワ －4007無個

土１と１
福岡県八女市吉田２９９－７〒834-0006

橋本　英和110905
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福岡県
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TEL 0944-53-3656

田島設備 －4003無個

管１
福岡県大牟田市大字歴木１８０７－２４５〒837-0924

田島　豊110906

TEL 0944-89-7200

大晶工業（株） 5,000 －4003無法

土１と１舗１水１
福岡県大川市大字幡保３２２－１〒831-0033

森　好正110907

TEL 092-518-5866

（株）北島技建 1,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市今光５－１８８－１〒811-1211

北島　一志110908

TEL 093-654-8080

（株）義騎 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡東区大蔵２－２－２２〒805-0048

山崎　裕一110909

TEL 093-621-0242

白石塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水３－６－９－１０５〒806-0051

白石　大介110910

TEL 093-953-8973

輪の工房 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区田原３－１６－３－Ｃ１０１〒800-0225

口輪野　正人110911

TEL 093-473-2386

タイセー電機（株） 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区朽網西６－８－１－２０３〒800-0233

金光　彰110912

TEL 093-612-7154

（有）富士冷凍設備 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区大平台１０－２〒807-0084

右田　久幸110913

TEL 0947-22-2572

新池総業 －4009無個

土１建１と１舗１防１
福岡県田川郡福智町伊方４３０２〒822-1211

池本　則彦110914

TEL 092-611-5168
（株）
Ｔ．Ａ．Ｉ．Ｊ．Ｕ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区松島１－１５－１－７０７〒812-0062

太田　史子110915

TEL 092-408-3875

パワーフロンティア（株） 500 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市南区西長住３－４－２５〒811-1361

前田　友則110916

TEL 092-944-6612

ＴＩＫＩ＋ －4001無個

建１
福岡県古賀市駅東２－１４－３５－２０１〒811-3102

安武　政文110917

TEL 092-434-6658

（株）ケイズ 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区美野島３－５－２０－２０５号〒812-0017

毛利　潤一110918
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TEL 092-605-3262

ＹＭＳ（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区和白東４－２－７〒811-0214

末永　小百合110919

TEL 092-410-9005

（株）ケイベックス 5,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県糟屋郡志免町志免東２－２－１〒811-2243

橋本　賢二110920

TEL 092-292-7339

（株）いわもと開発 20,500 －4001無法

建２内２
福岡県福岡市東区箱崎１－６－１６〒812-0053

岩本　新也110921

TEL 092-707-3877

（株）ホムコ 2,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市東区香椎照葉３－２－１－２Ｆ２０１号室〒813-0017

中島　康満110923

TEL 092-806-6573

（株）大旗 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区田尻６３６番地〒819-0383

藤野　正成110924

TEL 092-834-2206

竹元たたみ店 －4001無個

内１
福岡県福岡市西区金武１２９３〒809-0035

竹元　哲郎110925

TEL 092-593-8615

（株）ミライホーム 2,000 －4001無法

と１塗１防１
福岡県福岡市南区日佐２－８－３〒811-1313

財木　孝生110926

TEL 0948-23-7080

（株）小鶴工業 5,000 －4010無法

と１電１管１機１
福岡県飯塚市鯰田１１３８－１〒820-0001

小鶴　晋太郎110927

TEL 093-230-1702

（株）川原建設 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区下城野３－７－９－１０２〒802-0804

川原　涼110928

TEL 093-482-3314

樹空調 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区星和台１－１７－１５〒802-0973

安元　直樹110929

TEL 093-555-9534

（株）昌組 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市若松区塩屋３－１９－２２〒807-0807

深田　昌仙110930

TEL 093-967-9270

（株）正建 3,000 －4008無法

鋼１防１
福岡県北九州市小倉北区片野４－３－７－２Ｆ〒802-0064

涌波　正登110931

TEL 0943-32-8475

熊添工業（株） 5,000 －4007無法

建１筋１
福岡県八女郡広川町大字広川１７７９〒834-0121

熊添　雅晴110932
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TEL 092-925-1068

（株）斉藤内装 5,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市坂本３－６－３４〒818-0133

斉藤　優110934

TEL 0949-42-5636

（株）一羽産業 5,000 －4004無法

管１
福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋４０９－１〒807-1308

吉田　正人110935

TEL 0947-46-1240

（株）ライブワン 1,000 －4009有法

建１
福岡県田川市大字糒６６－３〒825-0005

久保　憲一110936

TEL 093-522-4592

（株）ジーオーシー 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区湯川１－５－５〒800-0257

西田　光一110938

TEL 092-519-1576

（有）進隆組 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区奈多２－６－１８〒811-0204

渡邊　隆昭110939

TEL 092-865-9434

（株）久保ペイント 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区南片江１－３０－２５－２０３〒814-0143

久保　憲一110940

TEL 092-737-6670

（株）カシミセ 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区舞鶴３－３－４－１０４〒810-0073

柏木　健司110941

TEL 092-410-3718

（株）ＮＳ．ｐｒｏ 3,000 －4001有法

鋼１板１
福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿１７３－１〒811-2303

中田　繁110942

TEL 092-710-6281

（株）隆旭 8,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－９－２８〒812-0011

時松　新太郎110943

TEL 092-862-1471

（株）司隆土木 5,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市城南区樋井川２－１２－７－３〒814-0153

田中　淸司110944

TEL 092-929-2525

イエノコト（株） 10,000 －4011有法

建１大１屋１タ１内１解１
福岡県太宰府市通古賀５－２－３〒818-0104

淀川　洋子110945

TEL 092-585-8951

屋住内装 －4011無個

内１
福岡県春日市下白水北３－５５－７〒816-0854

屋住　政臣110946

TEL 0948-57-3410

丸太総業 －4010無個

土１大１と１
福岡県嘉麻市牛隈２６１９－２７〒820-0301

松八重　太110947
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TEL 0948-24-2039

和多電気 －4010無個

電１
福岡県飯塚市幸袋７８１－７５〒820-0066

和多　篤史110948

TEL 092-517-7243

明輝電気 －4001無個

電１
福岡県福岡市西区野方３－３－１８〒819-0043

永野　光輝110949

TEL 092-408-6368

日本特殊塗装（株） 10,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市城南区樋井川３－５－１８〒814-0153

小畠　啓造110950

TEL 092-936-6113

亀山板金 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石７９０－４〒811-2221

亀山　逸郎110951

TEL 092-806-0508

（株）もんぎわ庭苑 3,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市西区今宿３－１－３９〒819-0167

三島　拓司110952

TEL 092-407-5951

エルももち（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区百道１－４－５〒814-0006

南部　秀成110953

TEL 092-936-7800

（有）吉國電業社 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡志免町王子１－１０－５〒811-2209

吉本　哲也110954

TEL 093-953-7492

（株）真 5,000 －4008無法

左１と１管１鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区境川１－８－１６〒803-0851

田久保　正幸110955

TEL 0942-78-2072

（株）サンコーテック 10,000 －4002有法

管１内１
福岡県久留米市北野町高良１５２６〒830-1114

山下　義光110956

TEL 0942-65-2233

（株）中島設備 5,000 －4002無法

土１管１水１消１
福岡県久留米市三潴町草場２８７－３〒830-0105

中島　知倫110957

TEL 0944-88-9277

（株）上原鉄筋工業 2,000 －4003無法

筋１
福岡県大牟田市臼井新町１－２４－１７〒836-0882

上原　敏靖110958

TEL 0947-63-2009

西野工業建設（資） 1,000 －4009無法

屋１
福岡県田川郡大任町大字大行事１６１６－１〒824-0512

西野　恭史110959

TEL 093-617-3039

（株）ナベシマ 10,000 －4008有法

土１と１石１
福岡県北九州市八幡西区野面３２２－１〒807-1262

森　英樹110960



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1307頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-981-9744

（株）上田電設 2,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市若松区宮丸１－１－２２〒808-0064

上田　和明110961

TEL 0940-72-4884

ヘリテージ －4008有個

建１
福岡県福津市勝浦２４０７〒811-3521

岸野　健治110962

TEL 092-775-8370

志摩総建（株） 5,000 －4001無法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市西区姪の浜１－２３－２９－４０２〒819-0002

久原　清幸110963

TEL 092-943-0605

（株）豊永建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市小竹８４９－９〒811-3135

豊永　健110964

TEL 092-715-1571

六見アーキテクト（株） 1,000 －4001無法

建１大１と１屋１鋼１板１解１
福岡県福岡市中央区薬院１－５－１１－６Ｆ－Ａ〒810-0022

朽木　睦人110965

TEL 092-929-3714

エム・エーメンテナンス －4011無個

内１
福岡県筑紫野市大字原５５５－３０〒818-0005

金井　慎一110966

TEL 0943-45-0661

山中建設 －4007無個

と１
福岡県八女市黒木町北大淵５３７３〒834-1201

山中　茂110967

TEL 0948-80-5161

コミネ安全施設 －4010無個

と１
福岡県飯塚市柏の森９２－３２６〒820-0011

小峰　恵理香110968

TEL 093-616-9378

（株）伸和電設 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区大膳２－１－６〒807-0863

小嶽　英泰110969

TEL 093-701-5939

（株）色葉 2,000 －4008無法

塗１
福岡県遠賀郡水巻町吉田西２－７－１５〒807-0046

宗藤　祐二110970

TEL 093-980-9505

（株）雅翔工業 1,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉北区中井４－１１－２７〒803-0836

金川　雅明110971

TEL 093-691-3731

（株）マツシマメジャテック 35,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区則松東１－８－１８〒807-0837

池田　憲俊110972

TEL 093-961-2020

真誠建設 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉南区守恒２－８－１８－３０１〒802-0972

大谷　浩明110973
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TEL 09496-2-3967

角谷水道設備 －4004無個

土１管１水１
福岡県鞍手郡小竹町大字新多２１－２４〒820-1103

角谷　英明110974

TEL 0942-65-7626

（株）エムアイ空調 1,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市御井町２０７４－１〒839-0851

田中　義已110975

TEL 0944-72-3956

待鳥組 －4003無個

土１
福岡県柳川市西浜武１０２７〒832-0081

待鳥　昌稔110976

TEL 092-776-5695

（株）山口工業 5,000 －4011無法

左１
福岡県春日市塚原台２－４２〒816-0841

山口　大祐110977

TEL 092-558-3180

左官プロジェクト（株） 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市博多区西月隈６－３－１４〒812-0857

山口　誠司110978

TEL 092-582-3422

（株）桑野建塗 5,000 －4011無法

左１
福岡県春日市ちくし台１－２４〒816-0822

桒野　弘美110979

TEL 093-681-8118

（株）アライアンス 1,000 －4008無法

電１通１消１
福岡県北九州市八幡東区枝光３－１２－１０－３０１〒805-0002

大森　要治郞110980

TEL 093-951-6662

（合）翔和テック 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区西水町９－１７〒802-0812

木下　昇治110981

TEL 0947-28-5560

（株）峯永工業 5,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町上野３８４７〒822-1102

峯岡　淳110982

TEL 092-984-3429

（株）小田組 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市南区太平寺１－２７－５〒811-1354

小田　勝彦110983

TEL 092-951-7666

（有）海洋総合サービス 6,000 －4011無法

土１と１し１
福岡県那珂川市片縄１－７３〒811-1201

幸　範昭110984

TEL 0948-43-4787

（株）とうよう開発工業 1,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市綱分６１６－７〒820-0101

綱脇　雄也110985

TEL 0930-33-3985

東秀建設 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県京都郡みやこ町国作１６４〒824-0125

柴村　理恵110987
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TEL 0947-72-4625

（株）慶和工業 5,000 －4009無法

土１建１と１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３１８８－２〒827-0003

谷口　和広110988

TEL 092-963-3032

河邉工業（株） 5,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡新宮町立花口谷口４５５〒811-0102

河邉　智巳110990

TEL 092-938-4187

山野工業 －4001無個

具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻２６９〒811-2313

山野　利秀110991

TEL 0942-22-1303

（株）ナカシマ 3,000 －4002無法

屋１板１
福岡県久留米市藤山町１１３５〒830-0053

中島　洋一郎110992

TEL 0944-54-7191

（株）先駆建設 5,000 －4003有法

建１鋼１内１
福岡県大牟田市諏訪町３－３７－２〒836-0051

小柳　正夫110993

TEL 092-710-1905

（株）トラステック 5,000 －4011無法

防１
福岡県春日市下白水南２－２３０〒816-0846

内藤　信行110994

TEL 093-617-2772

ハタ塗装店 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬２－２４－３３〒807-1261

砂畑　伸一郎110995

TEL 093-644-4911

ギガ・フィールドワーク（株） 20,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市八幡西区黒崎３－７－２〒806-0021

内田　直臣110996

TEL 0940-39-3889

山内工業（株） 1,000 －4008無法

機１
福岡県福津市大字本木９８４〒811-3203

山内　誠110997

TEL 093-246-4220

古田建装 －4008無個

内１
福岡県中間市池田１－２５－４７〒809-0024

古田　誠110998

TEL 093-861-9408

（株）牧工業 5,000 －4008無法

大１と１タ１鋼１筋１機１解１
福岡県北九州市門司区松原１－８－２３〒800-0064

牧　寛史110999

TEL 0946-63-3466

（株）瑞宝興産 5,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉市杷木大山１０３１〒838-1503

井手　雅浩111000

TEL 0946-23-9848

（株）エスプラス 3,000 －4006無法

電１管１
福岡県朝倉市来春２４８－１４〒838-0069

末吉　圭一111001
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TEL 0947-72-5050

（株）富士開発 5,000 －4009無法

土１建１水１
福岡県田川郡川崎町大字田原７２５－３〒827-0004

平　富士人111002

TEL 0949-42-8600

（株）やまぐち建設 1,000 －4004無法

土１建１大１と１塗１防１内１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２３７９－４〒807-1312

山口　昇111003

TEL 092-710-9544

ＣＡＳＵＹＡ工業（株） 1,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈３８７－１〒811-2301

栗原　真喜111004

TEL 092-409-4811

（株）ナイスコーポレーション 6,600 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市早良区西新５－１５－５５〒814-0002

赤羽　潤111005

TEL 092-283-7030

（株）にしけいメンテナンス 10,000 －4001有法

建１管１
福岡県福岡市博多区店屋町５－１０〒812-0025

三池　信一111006

TEL 092-567-6550

（株）竣聖電設 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区屋形原４－２０－２４－Ｂ〒811-1351

山口　恭兵111007

TEL 092-627-1400

（株）トラストホーム 2,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区原田１－４１－１２〒812-0063

市丸　耕一朗111008

TEL 0942-26-5115

（有）三信通信工業 3,000 －4002無法

通１
福岡県久留米市安武町武島８２７－２〒830-0071

古賀　幸子111009

TEL 092-582-5820

（株）Ｈ２Ｆａｃｔｏｒｙ 5,000 －4011無法

建１
福岡県春日市春日原東町２－２６－４０１〒816-0801

寶珠山　裕典111010

TEL 093-246-3199

土谷鉄筋 －4008無個

筋１
福岡県中間市通谷２－１０－１８〒809-0018

土谷　耕治111011

TEL 093-681-1192

（株）ＨＲ 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡東区西本町１－１２－２９〒805-0061

栗原　健司111012

TEL 0944-52-3422

エムジー工業（株） 5,000 －4003有法

土１と１井１
福岡県大牟田市大字今山５７５〒837-0922

前原　光浩111013

TEL 0943-32-2453

（株）国武板金 3,000 －4007無法

建１屋１板１内１
福岡県八女郡広川町大字久泉９６０－８〒834-0112

国武　太111014
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TEL 092-475-6357

（株）川口工業 3,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市博多区東那珂２－７－１４〒812-0892

山口　雅則111015

TEL 092-577-9491

（株）ブリッジ・カンパニー 5,000 －4011無法

塗１
福岡県春日市須玖南５－１９〒816-0863

髙橋　雅和111016

TEL 092-953-0110

（株）雅 5,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市大字別所３７９－９４〒811-1245

髙野　道宏111017

TEL 0940-72-5991

（株）久保建設 5,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県宗像市池田３１０６－７〒811-3515

久保　勉111018

TEL 093-962-5487

（株）匠設備工業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区志井３－１５－１０〒802-0985

古賀　拓馬111019

TEL 093-482-8466

井上工業（株） 1,000 －4008無法

管１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀１５９－１〒811-4303

井上　絢介111020

TEL 092-707-7368

（株）キズキ 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市城南区友丘１－１－１〒814-0112

結城　洋平111021

TEL 092-262-6088

（株）サトウホールディングス 20,000 －4001無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市博多区住吉２－１５－１０－８１１〒812-0018

佐藤　和德111022

TEL 092-707-2907

（株）シー・エフ・ピー 38,680 －4001有法

管１消１
福岡県福岡市中央区大名２－８－１８〒810-0041

花田　博道111023

TEL 092-863-2154

池田シーリング －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－２５－２６〒814-0165

池田　勝利111024

TEL 092-410-8704

（有）ダイイチ 6,500 －4001有法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵６９０－８〒811-2113

大下　浩一111025

TEL 092-518-5409

（株）生電 5,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡宇美町貴船２－１４－４〒811-2131

生田　美人111026

TEL 092-934-2246

（合）ＮＡＫＡＯＧＵＭＩ 5,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡宇美町桜原２－５－１７〒811-2109

中尾　太111027
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TEL 0092-836-5184

（株）岩本工業 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市早良区田村７－１４－９０〒814-0175

岩本　裕樹111030

TEL 092-692-8188

（株）桜建築 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区和白丘２－８－１２〒811-0213

竹内　將太111031

TEL 092-554-3855

（株）ライズ福岡 10,000 －4001無法

土１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市南区皿山１－８－１６〒811-1365

川筋　大輔111032

TEL 092-986-4857

ＦＫＲ（株） 1,500 －4001有法

通１
福岡県福岡市南区野間４－２－１８〒815-0041

沼田　勝浩111033

TEL 0942-27-0379

（株）オガタ塗装工業 3,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市大善寺町宮本４２８－８〒830-0073

尾形　英二111034

TEL 0944-85-0083

和洸エンジニア（株） 5,000 －4003無法

電１
福岡県大川市下牟田９４５－６〒831-0023

宮島　和幸111035

TEL 092-925-2649

（株）剛石 5,000 －4011無法

石１タ１
福岡県太宰府市五条６－１４－７〒818-0125

川上　正剛111036

TEL 092-596-9123

髙田内装 －4011無個

内１
福岡県春日市春日６－７２－３〒816-0814

髙田　日出男111037

TEL 092-555-2377

（株）ＰＬＵＳペイント 3,000 －4011無法

塗１
福岡県筑紫野市大字永岡９４８－１〒818-0066

原口　誠111038

TEL 0948-24-6666

（株）ダイドー不動産 10,000 －4010有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県飯塚市天道１１４〒820-0075

松本　幸子111039

TEL 093-953-8385

（有）ガラス工房 3,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市小倉南区葛原５－３－１１〒800-0251

竹添　利幸111040

TEL 093-941-2777

（株）牧工務店 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町２－３－３１〒800-0256

牧　健三111041

TEL 092-692-1801

ケーエスエー（株） 30,000 －4001有法

鋼１内１
福岡県福岡市東区名島３－２ー１０〒813-0043

田中　稔彦111042
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TEL 092-771-3075

オリエント電機（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区港３－３－３１〒810-0075

平塚　忠弘111043

TEL 092-441-3805

飯田建設（株） 20,000 －4001有法

土２建２と２鋼２舗２園２水２解２
福岡県福岡市博多区東比恵３－１６－１４〒812-0007

村山　雅秀111044

TEL 092-410-7715

ジャパンウォール（株） 5,000 －4001有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１
福岡県糟屋郡粕屋町酒殿１－９－１３〒811-2303

日髙　史洋111045

TEL 092-403-0365

初村工務店（株） 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県福岡市南区野間４－２６－２３〒815-0041

初村　純一111046

TEL 092-407-6185

後藤建設 －4001無個

大１
福岡県福岡市城南区七隈４－２－２４－６０５〒814-0133

後藤　愼介111047

TEL 092-409-2634

（株）Ｖａｒｉｏ 3,000 －4001有法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原１８３８－３　Ｃ室〒811-2304

上妻　啓朗111049

TEL 0948-42-5689

（株）ミトモ 50,000 －4010無法

筋１
福岡県嘉麻市山野字藤田１０１０〒820-0202

山野　国巳111050

TEL 093-861-1659

（株）奥山工業 5,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区銀座１－８－３７－１０２〒804-0076

奥山　茂忠111051

TEL 0940-43-1227

（株）Ｔ・Ｒ・Ｓ 3,000 －4008無法

と１
福岡県福津市花見が丘１－７－１９〒811-3214

岩﨑　智已111052

TEL 092-776-2907

（株）上松組 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市博多区竹丘町２－３－１１－２０１〒812-0878

上松　隆治111053

TEL 0942-45-3172

（有）九州工業 3,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市東合川８－３－１４〒839-0809

髙田　一則111054

TEL 0942-77-6606

ハウスプロダクション（株） 5,000 －4002無法

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字甲条１５６５－３〒830-1212

松田　好弘111055

TEL 0942-27-6439

タナカ塗装工業 －4002無個

塗１
福岡県久留米市荒木町藤田１４９５－５〒830-0064

田中　敦111056
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TEL 0942-27-8541

（株）エアフィールド 5,000 －4002有法

管１
福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１３８４－１〒830-1221

服部　浩111057

TEL 0944-32-0570

（株）的場建設工業 5,000 －4003無法

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県三潴郡大木町大字上八院５０１－３〒830-0417

的場　聖幸111059

TEL 0944-56-3571

（株）松永はかり製作所 10,000 －4003有法

機１
福岡県大牟田市栄町２－１３－８〒836-0042

松永　靖久111060

TEL 0943-24-9661

（株）ＫＯＧＡ建設 5,000 －4007無法

大１
福岡県八女市本字北向２６１７－１〒834-0015

古賀　照也111061

TEL 093-967-1164

（株）加治屋工務店 3,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区下曽根２－９－１６〒800-0217

加治屋　三博111062

TEL 093-883-8211

（株）白田重工機 5,000 －4008無法

と１鋼１解１
福岡県北九州市八幡東区中尾２－１７－３９〒805-0025

白田　一男111063

TEL 0947-42-5354

コーエイ機材 －4009有個

土１と１管１舗１水１解１
福岡県田川市大字伊田４９２９－２〒825-0002

永松　守111064

TEL 0948-43-3531

（株）政建設 5,000 －4010無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１塗１防１内１絶１水１解１
福岡県嘉麻市上臼井１１００－１〒820-0502

唐下　勝政111065

TEL 093-883-7824

峰建装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸２－６－１〒807-0851

関　慎吾111066

TEL 092-503-7274

進興建設（株） 5,000 －4011無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県大野城市乙金３－１９－１８〒816-0902

安河内　新太郎111067

TEL 092-581-1448

安武板金工業（株） 5,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市南区弥永２－５－１〒811-1323

安武　幸則111068

TEL 0942-72-2642

（株）クリエイト 5,000 －4002無法

内１
福岡県小郡市山隈２２８－７〒838-0113

寺松　諭111069

TEL 0943-42-3432

（株）吉田工業 5,000 －4007有法

と１
福岡県八女市黒木町本分４５０７－１〒834-1213

吉田　茂夫111070
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TEL 092-516-3907

プラスワン（株） 3,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区小田部２－１４－５〒814-0032

石橋　正敏111071

TEL 092-737-3331

（株）真亜カスタムビルダー 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区大名１－９－３０－２〒810-0041

篠原　真111072

TEL 0947-85-9797

（株）水清 1,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川市大字弓削田１６６７－１〒826-0041

福島　欣章111073

TEL 0949-28-9659

Ｇｒｏｒｙ　Ｒｕｓｈ（株） 5,000 －4004無法

土１と１石１舗１解１
福岡県直方市大字頓野１８４５－１－２０７〒822-0002

重永　英之111074

TEL 093-701-8740

（株）ＦＵＫＵＴＥＣ 20,000 －4008無法

土１建１と１電１管１鋼１塗１防１機１
福岡県北九州市若松区向洋町１０－２１〒808-0002

神田　修111075

TEL 093-618-4004

住コンサルティング（株） 9,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘７－１－４〒807-1264

野嵜　雅人111076

TEL 093-481-2180

大石企画 －4008無個

大１
福岡県北九州市門司区大字畑２４０８－７〒800-0112

大石　龍廣111077

TEL 092-555-2930

（株）ディスタンス 5,000 －4001有法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
福岡県福岡市南区塩原３－１５－１１〒815-0032

柴田　武士111078

TEL 0942-80-0575

　原電設（株） 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市東合川町４３３－１〒839-0807

　原　敏一111079

TEL 0942-65-6517

（株）ワールド・ハッピネス 10,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市本山１－６－６〒830-0056

櫻木　正道111080

TEL 0944-32-1761

阪田工業 －4003無個

と１
福岡県三潴郡大木町大字前牟田５７７－８〒830-0406

阪田　勇也111081

TEL 0942-53-7641

フジコー（株） 10,000 －4007有法

土１建１と１石１管１鋼１解１
福岡県筑後市長浜１５４０〒833-0005

久保田　忍111082

TEL 0948-21-4584

（有）ライフ 3,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市花瀬３０－３〒820-0045

安坂　文一111084
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TEL 092-710-0380

（株）アース 10,000 －4011有法

土１と１舗１解１
福岡県春日市伯玄町２－４８稲永アパート３号室〒816-0825

野中　康成111085

TEL 092-925-0680

本城建設（株） 5,000 －4011無法

土１建１
福岡県太宰府市大字大佐野７６６－２〒818-0134

本城　巌111086

TEL 093-967-1996

（株）タツケン 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎３－４－１７〒802-0072

熊上　龍太郎111087

TEL 093-967-3019

（株）都防災 5,000 －4008無法

消１
福岡県北九州市小倉北区山門町５－３０－２０１〒802-0024

草野　昌宏111088

TEL 093-434-0303

（株）丸三 10,000 －4005有法

建１内１
福岡県京都郡苅田町京町２－１５－１４〒800-0351

大澤　聡之111089

TEL 092-986-0110

（株）関住設 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区西長住３丁目２０－２１－１０１〒811-1362

関　康治111091

TEL 092-207-5155

秀建ペイント －4001無個

塗１
福岡県福岡市西区野方４－１４－１３〒819-0043

尾﨑　秀仁111092

TEL 0948-82-5277

井上組 －4010無個

大１
福岡県飯塚市綱分６１１－８〒820-0101

井上　一美111093

TEL 093-482-3570

（株）北九造園 5,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市小倉南区徳吉南４－５－３〒803-0279

林　夏実111094

TEL 093-967-6728

（株）山下建装 5,000 －4008有法

大１左１屋１板１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉南区大字横代３４１－１〒802-0824

山下　貴矢111095

TEL 093-863-6020

（株）マサキ工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡岡垣町中央台３－１１－１２〒814-4218

爲岡　正樹111096

TEL 0942-26-2401

（有）ビッグデザイン 10,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市安武町住吉１６２１〒830-0078

合戸　豊111097

TEL 0942-78-3169

（株）稲吉組 1,000 －4002無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県久留米市北野町石崎９５３〒830-1116

稲吉　浩二111098
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TEL 0942-73-5579

（株）塚﨑工業 3,000 －4002無法

板１
福岡県小郡市大崎７４２－１８〒838-0127

塚﨑　毅111099

TEL 092-932-1042

（株）ウメノ内装 1,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡宇美町貴船５－１９－１４〒811-2131

梅野　敏彦111101

TEL 092-938-7711

（株）オーエヌ 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁２－１－１２〒811-2309

　　知博111102

TEL 092-710-4510

（株）Ｐｒｏａ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－１３－２１　駅南ＪＴビルＢ２〒812-0016

長尾　浩太郎111103

TEL 092-874-1522

（株）エール 9,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市早良区賀茂３－２２－１７－１０２〒814-0164

香月　竜太111104

TEL 092-836-7002

（株）タシロ技建 2,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区小田部７－１－１５〒814-0032

田代　誠111105

TEL 0949-36-3500

ユタカ建設 －4004無個

土１と１舗１塗１水１解１
福岡県直方市大字下境３８７０－８〒822-0007

今井　裕111106

TEL 0947-72-8765

（株）縁 2,000 －4009無法

建１
福岡県田川郡川崎町大字川崎７４１－１〒827-0003

井上　晋児111107

TEL 0930-28-8852

（株）五幸カンパニー 2,000 －4005無法

土１と１し１解１
福岡県行橋市西宮市２－１１－３９〒824-0031

笹山　幸信111109

TEL 093-622-6954

（有）黒崎プランニング 3,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市八幡西区黒崎１－１１－２２〒806-0021

米田　豊範111110

TEL 093-453-1010

（株）環 5,000 －4008無法

建１筋１解１
福岡県北九州市小倉南区高野３－８－１９〒803-0275

渡邉　智博111111

TEL 0946-21-0018

（株）古賀工業 3,000 －4006無法

左１と１
福岡県朝倉郡筑前町森山１４７３番地１〒838-0215

古賀　義昭111112

TEL 092-332-0803

入江工業（株） 5,000 －4001無法

大１
福岡県糸島市富５４２－６〒819-1133

入江　富也111113
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TEL 092-710-5772

（株）さかき工務店 1,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市博多区千代３－６－７－１０８〒812-0044

山口　征洋111114

TEL 092-894-3131

（株）アルゴリズム 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市西区姪浜駅南４－９－２３〒819-0006

尾﨑　圭介111115

TEL 092-672-4717

（株）洲崎建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区多々良１－１１－１５－１０２号〒813-0033

洲崎　武111116

TEL 0948-52-6635

大三興業（株） 8,000 －4010無法

電１
福岡県嘉麻市桑野２０５０－１〒820-0313

大里　道子111117

TEL 0948-21-9666

（株）ツシマ 3,000 －4010有法

内１
福岡県飯塚市徳前１８－４－１〒820-0033

津島　雅美111118

TEL 093-475-5694

トータルリフォームミライズ －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区田原３－７－２３〒800-0225

久保　憲司111119

TEL 093-882-2910

（株）ホリカワ 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸２－８〒804-0077

戸髙　悠一111120

TEL 092-408-6650

光伸設備工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区野多目２－１５－２０〒811-1347

小西　繁樹111121

TEL 092-558-7666

（株）ＡＴＯＭ 5,000 －4001無法

土１
福岡県福岡市南区高木２－２－２２〒815-0004

大下　敬公111122

TEL 0948-31-0050

（株）Ｔ・Ｓ・Ｋ 5,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市有安９５８－８〒820-0111

田中　ひとみ111123

TEL 093-434-0996

大弘電設（有） 10,000 －4005無法

電１
福岡県京都郡苅田町神田町２－１５－５〒800-0361

山倉　弘111124

TEL 0930-55-2108

（株）日建 5,000 －4005無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県行橋市大字流末１４１３〒824-0043

吉永　福重111125

TEL 0949-28-8101

アイプロテック（株） 5,000 －4004無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県直方市大字感田１０４４〒822-0001

神﨑　清隆111126
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TEL 092-325-0511

（株）ＫＩＭ建設 50 －4001無法

土１と１鋼１塗１
福岡県糸島市二丈深江１９２８－３２〒819-1601

金城　正道111127

TEL 092-331-2727

（有）マンデン 3,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市荻浦４８７－１２〒819-1121

吉積　満幸111128

TEL 092-558-9951

（株）ｍｉｎａ’ ｓ 5,000 －4011無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県春日市上白水７－８０〒816-0844

松永　功希111129

TEL 092-725-8400

（有）ＬＹＮＮ　ＩＮＫＯＯＰ 3,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区荒戸１－１－１　柴藤ビル２階〒810-0062

藤井　野春111130

TEL 092-710-2552

（株）ライブネクスト 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区長丘４－１－２－１０２〒815-0075

吉川　健一111131

TEL 093-482-3630

歩デザイン －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉南区津田南町３－２２〒800-0248

百田　浩111132

TEL 093-616-0190

（株）西日本計測 10,000 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市八幡東区西本町１－７－８〒805-0061

松本　英一111133

TEL 093-222-1059

（株）馬越工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡芦屋町浜口町１－１３〒807-0132

宮川　康成111134

TEL 093-777-9226

金沢塗装工業（株） 5,000 －4008無法

と１塗１
福岡県北九州市若松区青葉台西２－６－１３〒808-0143

金沢　孝111135

TEL 0942-64-2736

（株）由井総建 6,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市三潴町玉満１５６６－１６〒830-0112

由井　龍海111136

TEL 0942-21-5089

（株）Ｔ－Ｔｅｃｈ 5,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市国分町１００５－１〒839-0863

松尾　卓也111137

TEL 092-415-3733

（株）ＴＳＳ 30,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区東光寺町２－１－８〒812-0896

後藤　哲也111138

TEL 092-921-7781

（株）太田建塗 3,000 －4011無法

塗１
福岡県太宰府市白川２４－２〒818-0102

太田　陽啓111139
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-943-6611

（株）金子組 40,000 －4001有法

土２と２管１舗２し２水２
福岡県古賀市久保１３４１－４５〒811-3115

金子　順子111140

TEL 0946-21-0360

協和建装 －4006無個

大１左１屋１塗１内１
福岡県朝倉郡筑前町山隈１４１９番地５〒838-0832

矢野　慎二111141

TEL 093-293-3686

（株）舛添工業 3,000 －4008無法

電１管１絶１
福岡県遠賀郡遠賀町大字若松６５５〒811-4304

舛添　直人111142

TEL 092-627-1072

（株）ＥＡＧＬｅ警備保障 9,000 －4001有法

建１電１
福岡県福岡市博多区吉塚８－１－７１〒812-0041

吉村　泰111143

TEL 092-834-8512

（株）ＵＬＵＲＵ 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区田隈３－５５－１７〒814-0174

山本　大介111145

TEL 092-511-7989

田口空調設備 －4001無個

電１管１
福岡県福岡市南区野多目５－１３－４〒811-1347

田口　貴浩111146

TEL 092-804-2709

（株）ハウスアップ 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区東入部８－７－６〒811-1102

広瀬　務111147

TEL 092-865-0188

（有）本多電気設備 3,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市城南区七隈７－１６－３０〒814-0133

本多　ひかる111148

TEL 092-929-2151

睦管工 －4011無個

管１
福岡県筑紫野市湯町３－４－１〒818-0058

古川　睦111149

TEL 092-986-8286

Ｈ．Ｃ．Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｓｔａｆｆ －4011無個

土１
福岡県那珂川市西隈３－２５０－３〒811-1242

小川　紀年111150

TEL 093-342-9721

（株）ウィズ 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市門司区田野浦２－１４－９〒801-0803

三村　哲平111151

TEL 093-962-3276

奥本電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区南方４－６－３２〒802-0976

奥本　志津雄111152

TEL 093-647-5012

（株）ＳＹＵＥＩ 3,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区藤原１－２－４３〒807-0873

石谷　隆111153



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-612-1787

木下造園 －4008無個

土１園１
福岡県北九州市八幡西区春日台３－１４－４〒807-0844

木下　憲司111154

TEL 0946-22-2065

篠原電工 －4006無個

電１
福岡県朝倉郡筑前町新町３４７－１〒838-0816

篠原　雅彦111155

TEL 092-947-8861

藤正電機（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬１０５３－２４〒811-2412

藤　　徹郎111156

TEL 092-981-3797

（株）セイホーテック 2,000 －4011無法

電１管１
福岡県春日市須玖２－９３－１〒816-0863

櫻木　靖峰111157

TEL 0943-72-1186

（株）Ｉｓ企画 1,410 －4002無法

と１
福岡県久留米市田主丸町益生田１４３３－２〒839-1234

石井　悦朗111158

TEL 0943-32-3338

ＳＨＩＳＨＩＮ －4007無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県八女郡広川町大字新代２４７９－１スカイグリーン１０５号〒834-0115

川浪　永吉111159

TEL 093-653-1808

小畑組 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡東区槻田２－１４－１０－２０１〒805-0031

小畑　志郎111161

TEL 093-293-5376

（有）柳工務店 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津３４００－１６〒811-4341

柳　広美111162

TEL 093-553-0021

（有）ＭＴｅｃｈ 3,000 －4008無法

内１
福岡県遠賀郡水巻町宮尾台１４－２〒807-0041

髙橋　稔111163

TEL 093-967-8760

（株）ＦＡサポート 6,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－２０－１４〒802-0023

藤本　昭仁111164

TEL 0947-72-3389

藤井工務店 －4009無個

建１
福岡県田川郡川崎町大字川崎４３４９〒827-0003

藤井　英士111165

TEL 0930-24-6354

（株）上家 5,000 －4005無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県行橋市大字今井２７５１－１〒824-0018

上家　雅行111166

TEL 0948-42-0823

飛松組 －4010無個

と１
福岡県嘉麻市鴨生６４９－２〒820-0206

飛松　幸満111167



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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TEL 0948-43-0984

（株）柴田電気商会 1,000 －4010無法

電１
福岡県嘉麻市口春７８１－２０〒820-0207

柴田　健志111168

TEL 092-873-3130

ビルド・真成（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区長尾５－９－９－３〒814-0123

木寺　達也111170

TEL 092-332-0248

（株）日高設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県糸島市志摩東貝塚５８０－２〒819-1324

日高　弥之助111171

TEL 092-957-0708

（株）有建 5,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡宇美町貴船４－８－１３〒811-2131

有尾　昌浩111172

TEL 092-624-6518

（株）福岡ソエジマ 3,000 －4001無法

建１ガ１塗１防１解１
福岡県糟屋郡志免町別府北一丁目５番１３号〒811-2233

川鶴　真希111173

TEL 0942-44-5698

（有）八興土木 3,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市高良内町３１６８－４〒839-0852

池田　博一111174

TEL 0943-25-5656

（株）山益 1,500 －4007無法

機１
福岡県八女市宅間田２７０－１〒834-0001

平島　輝昭111175

TEL 093-662-7750

（株）諏訪電業 600 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市八幡東区宮田町１９－１６〒805-0009

坂本　雅常111176

TEL 093-452-0580

上田板金店 －4008無個

屋１板１
福岡県北九州市小倉南区長行西３－２２－８〒803-0272

上田　時則111177

TEL 093-941-2477

鬼丸ハウス（株） 2,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区湯川１－７－７〒800-0257

鬼丸　博樹111178

TEL 092-883-7226

イーストホーム（株） 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区上山門一丁目１番１５号〒819-0054

東本　和也111179

TEL 092-692-8135

（株）長崎電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡久山町大字猪野９３１－１８〒811-2503

長﨑　洋一111180

TEL 092-940-7139

コウセイ管工 －4001無個

管１
福岡県古賀市今の庄２丁目１４－６〒811-3117

秋月　義博111181
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福岡県
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TEL 092-565-7002

（株）ＮＲＣ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区老司２－９－４１〒811-1346

楢﨑　一裕111182

TEL 092-836-5145

（株）松尾鉄筋工業 1,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市早良区早良４－２３－１８〒811-1122

松尾　順一111183

TEL 092-523-7573

（株）住管リフォーム 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区高砂２－２２－１４〒810-0011

田口　弘司111184

TEL 093-281-2377

（有）武内工業 3,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県遠賀郡岡垣町中央台２－１－１〒811-4218

武内　清剛111185

TEL 0947-46-5539

（株）三神建設 20,000 －4009無法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県田川市大字位登７８９番地２〒826-0044

嶋村　聡浩111186

TEL 0949-32-1837

（株）アイ・プラン 5,000 －4004無法

管１
福岡県宮若市鶴田８９０〒823-0002

岩﨑　学111187

TEL 0949-32-2117

（株）フクオカＷａｖｓ 5,000 －4004無法

電１
福岡県宮若市龍徳１７８８－２〒823-0001

米田　祐二111188

TEL 0949-29-7060

桃田工業（株） 5,000 －4004無法

絶１
福岡県直方市大字植木１２０１－２〒822-0031

桃田　遼太郎111189

TEL 092-847-2055

（有）神崎 3,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区昭代３－２－３３　エルベ昭代１０１〒814-0012

後藤　修一111190

TEL 0944-62-2120

赤松塗装 －4003無個

塗１
福岡県みやま市瀬高町松田１１１２－２〒835-0011

赤松　勝美111191

TEL 092-584-2744

（株）タカ建 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区横手３－１－３１－１０１〒811-1311

高原　宏典111192

TEL 092-473-3036

（株）晴伝社 3,000 －4001無法

土１と１舗１通１解１
福岡県福岡市博多区那珂３丁目２１－４５第９西田ビル６号〒812-0893

吉田　年寛111193

TEL 092-558-5895

ケーエム電気（株） 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区弥永３－１４－１〒811-1323

山道　勝行111194



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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TEL 092-558-8608

（株）宮崎板金店 5,000 －4011無法

屋１板１
福岡県大野城市大池１丁目３番６号〒816-0904

宮﨑　耕一111195

TEL 092-581-0103

鳶松組 －4011無個

と１
福岡県春日市若葉台東５－１２６〒816-0821

松江　富士夫111196

TEL 050-1134-7035

（株）ＬＤ 2,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区田原２－１５－１５〒800-0225

三谷　正和111197

TEL 093-701-6961

（株）クレアホーム 3,000 －4008無法

建１
福岡県中間市土手ノ内３－３９－３〒809-0033

杉元　麻哉111199

TEL 092-632-4776

（株）インクリース 30,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区千代４－１７－２７〒812-0044

安田　光男111201

TEL 092-847-7681

（株）稲本内装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区茶山２－４－１２〒814-0111

稲本　考稔111202

TEL 0944-59-0813

（株）稲野工業 5,000 －4003無法

と１機１
福岡県大牟田市大字宮部６－１〒837-0914

稲野　武則111204

TEL 0944-73-2147

グリーンテック －4003無個

塗１防１
福岡県柳川市三橋町高畑３２６－２〒832-0926

乗冨　茂弘111205

TEL 0948-96-1100

五友ビジネスサポート（株） 10,000 －4010有法

鋼１
福岡県飯塚市勢田１２－３５〒820-1111

山﨑　和子111207

TEL 0948-43-8281

永末建設 －4010無個

と１
福岡県飯塚市若菜１９８－１－１０２〒820-0082

永末　修平111208

TEL 092-921-9664

（株）梶原電工 5,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市二日市北６－１３－１２〒818-0056

梶原　輝男111209

TEL 093-967-1441

（株）エヌ・エス・エクイップ 1,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区沼南町１－１６－２６〒800-0205

中嶋　寿111210

TEL 093-382-2650

（株）ケイズ 5,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県北九州市門司区下二十町３－２１〒800-0028

石山　鐘一111211
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TEL 0930-58-9341

木村住建 －4005無個

建１
福岡県行橋市上検地９７２　サニーコート美夜古１０２〒824-0052

木村　晃太111212

TEL 092-410-5939

（株）福岡Ｋｅｎｔ 9,000 －4001無法

建１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１３３３－１１〒811-2112

松本　直和111213

TEL 092-719-1922

大央工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市東区下原４－１０－１０－Ａ２０３〒813-0002

大国　央111214

TEL 092-565-0477

（株）孝電社 4,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区花畑３－３６－９〒811-1356

尾﨑　孝昭111215

TEL 092-338-8092

佐渡設備 －4001無個

管１
福岡県糸島市荻浦３－２－２５〒819-1121

佐渡　健夫111216

TEL 092-921-3111

（有）松本明建設 3,000 －4011無法

建１大１内１
福岡県太宰府市大佐野１－６－７〒818-0134

松本　明111217

TEL 092-929-6900

（有）竹宮板金 10,000 －4011無法

屋１板１
福岡県筑紫野市武蔵５－４－３０〒818-0052

宮﨑　徹111218

TEL 092-980-5352

丸栄プラント －4011無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県大野城市つつじヶ丘２－２４－７〒816-0962

丸岡　栄一郎111219

TEL 092-574-5392

（有）裕次建設 3,000 －4011無法

石１タ１
福岡県春日市大谷３丁目９８－２－４０１〒816-0831

大木場　裕次111220

TEL 0944-63-2251

（株）久富工業 1,000 －4003無法

と１
福岡県みやま市瀬高町下庄３９６－１〒835-0024

久富　祐樹111221

TEL 0942-80-0864

ケイム工業 －4002無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県久留米市三潴町高三潴１９３３－１〒830-0103

野田　敬士111223

TEL 093-383-0671

山田電創 －4008無個

電１
福岡県中間市七重町２３－１１〒809-0027

山田　敏111225

TEL 093-475-8071

藤井塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市戸畑区新池２－１１－１６〒804-0082

藤井　剛史111226
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TEL 092-692-9797

村上電業（株） 9,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡宇美町原田３－４－６〒811-2132

村上　英幸111227

TEL 092-710-6210

（株）冷技匠 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区上牟田２－７－１－４〒812-0006

田村　祐司111228

TEL 092-712-2121

九州三菱電機販売（株） 300,000 －4001有法

電２管１機１
福岡県福岡市中央区那の津４－４－２５〒810-0071

中村　佳嗣111229

TEL 092-707-8056

（株）ゴリテック 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市南区井尻３－３－４－３０８〒811-1302

鬼倉　光治111230

TEL 0943-23-5635

松﨑機工 －4007無個

機１
福岡県八女市北山５１２２－１〒834-0085

松﨑　秀喜111231

TEL 092-985-7233

（株）おぢか 1,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市国分１－１４－２５〒818-0132

江川　秋声111232

TEL 092-791-5177

（株）リュウセツ 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区唐人町１－６－１８－４０１〒810-0063

中村　隆介111233

TEL 092-921-8449

筑紫ガスリビング（株） 20,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市紫２－１２－１０〒818-0061

常住　久芳111234

TEL 092-501-7764

（株）アヴァンス開発 5,000 －4001無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区諸岡１－２０－１５－８０７〒816-0894

西藤　幸広111235

TEL 0948-72-2201

（株）桒野建設 5,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市大分１１９７－４〒820-0712

桒野　将吾111236

TEL 093-881-2350

児じま屋 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区境川１－７－２３〒804-0013

兒島　靖彦111237

TEL 093-922-3211

（株）児玉設備 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘２－１７－３７〒802-0052

児玉　一矢111238

TEL 0947-72-6225

（株）福内組 3,000 －4009無法

大１と１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１６１－１〒827-0003

福内　誠也111239
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TEL 0947-22-6512

仲山設備工業 －4009無個

管１水１
福岡県田川郡福智町伊方４４７５－１１〒822-1211

仲山　昭二111240

TEL 093-967-9750

（株）フロア・ラボ 1,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区篠崎４－１１－２０〒803-0861

小田　義樹111241

TEL 092-407-7849

（株）Ｔｈａｎｋｓ 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区大字吉武８３２－４〒819-0036

白木　勝111243

TEL 092-683-1180

丸新工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２－８－２７－２０２〒813-0003

丸野　麻衣111244

TEL 092-976-1705

新成機工 －4001無個

機１
福岡県糟屋郡久山町大字久原３６６２〒811-2501

宮澤　幸治111245

TEL 092-946-2645

（株）江藤保温 5,000 －4001無法

絶１
福岡県古賀市薦野２０６９－１４〒811-3122

江藤　俊幸111246

TEL 0942-53-4736

橋本工舎 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字若菜１６８５－３〒833-0047

橋本　邦男111247

TEL 0948-22-8055
ト
（株）日本メディカルプロパティマネジメン 13,956 －4010有法

建１
福岡県飯塚市芳雄町７－１８〒820-0018

相馬　陽胤111248

TEL 093-383-7547

（有）西南総合システム 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区中津口１－５－４－８０３〒802-0018

城戸　廣司111249

TEL 0940-33-7079

（有）オクムラ 8,000 －4008有法

と１
福岡県宗像市自由ヶ丘５－３９－５６〒811-4163

奥村　由加利111250

TEL 093-591-6820

庭一 －4008無個

園１
福岡県北九州市小倉北区熊谷１－３４－３９－１０２〒803-0864

手嶋　充博111251

TEL 0949-24-4836

（株）千々和仏具工芸 5,000 －4004無法

塗１
福岡県直方市溝堀３－６－３０〒822-0013

千々和　政広111252

TEL 0949-32-0994

（株）アリヨシ重建 5,000 －4004無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県宮若市宮田１４１８－２〒823-0011

有吉　智111253
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TEL 0946-22-0718

（株）三浦設備 3,000 －4006無法

管１
福岡県朝倉郡筑前町山隈９６６番地１〒838-0823

三浦　慎一111254

TEL 092-327-0521

石郷建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩井田原１７０８－３〒819-1301

石郷　伸一111255

TEL 092-555-3995

（株）久保田工業 1,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市今光１－１１５〒811-1211

久保田　昭宏111256

TEL 092-287-5809

（株）品川工業 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区賀茂１－４１－５－１〒814-0164

品川　兼二郎111257

TEL 092-553-5614

（株）アイエスプランニング 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市城南区樋井川５－３０－３〒814-0153

瀬戸　隆憲111258

TEL 092-710-3927

（有）エーテーシステム 3,000 －4006有法

通１
福岡県朝倉郡筑前町朝日１１４９－１３〒838-0227

加藤　修二111259

TEL 092-603-0449

須河内建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区大岳３－７－２〒811-0322

須河内　健111260

TEL 092-407-9076

サンキンテクノ（株） 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市西区今宿東２－３１－２〒819-0161

三角　篤史111261

TEL 092-771-1231

（株）音と映像 15,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区大手門３－１１－２３〒810-0074

　村　広司111262

TEL 0944-74-1246

江口空調サービス －4003無個

管１
福岡県柳川市東蒲池１１６７－１〒832-0006

江口　弘喜111263

TEL 0944-51-3247

（有）ミサトホーム 5,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市南船津町３－５－１０〒836-0075

田中　正則111264

TEL 0944-54-8450

（有）エンゼル商事 5,000 －4003有法

土１建１と１解１
福岡県大牟田市健老町３３６－１〒836-0011

前田　華子111265

TEL 092-558-0520

ＢＯＮ　ＣＲＡＦＴ（株） 5,000 －4011無法

内１
福岡県春日市須玖北４－５３〒816-0864

宮内　譲111266
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TEL 0942-78-5325

キタ電機商会 －4002無個

電１管１
福岡県久留米市北野町中４３０－１３〒830-1113

藤田　嘉孝111267

TEL 0942-77-2677

（株）奥野電気 5,000 －4002無法

電１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈１７１４－１１〒830-1226

奥野　和夫111268

TEL 0942-45-4577

（有）Ａｉ　ｌｉｎｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ 3,000 －4002有法

電１管１通１
福岡県久留米市山川神代３－８－１６〒839-0811

伊藤　広信111269

TEL 0944-31-2555

（有）ＳＥＩＯＨ 5,000 －4003有法

土１と１解１
福岡県大牟田市大字三池５６０－５〒837-0921

西尾　和久111270

TEL 0948-29-2111

新日本管財（株） 10,000 －4010有法

電１消１
福岡県飯塚市片島２－１９－６〒820-0068

末吉　聖顕111271

TEL 093-692-0770

（有）丸大メンテナンス 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区御開１－３－１０〒807-0806

大河内　学111272

TEL 093-883-6078

（株）ヤシマハウジング 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区八枝４－２－２６〒807-0856

坊山　好二111273

TEL 0930-28-9775

（株）ＴＫＣ 2,000 －4005無法

と１
福岡県行橋市西宮市２－３－８－２０６〒824-0031

森　武視111274

TEL 0930-26-0977

（合）関谷技巧 1,500 －4005無法

内１
福岡県京都郡苅田町新津２－１０－１５－３ＦＡ〒800-0344

関谷　大輔111276

TEL 092-894-1505

秀穂開発（株） 5,000 －4001無法

解１
福岡県福岡市西区上山門１－８－４〒819-0054

中嶋　菜穂子111277

TEL 093-980-3714

（株）琉和テクノ工業 100 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉南区徳力５－１３－８〒802-0974

堤　和之111278

TEL 093-693-1001

（株）賢和 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市八幡西区大浦１－１２－３０〒807-0874

森山　賢志111279

TEL 092-592-2241

宗田組 －4011無個

大１
福岡県春日市下白水南６－１２５〒816-0846

宗田　武111281
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TEL 092-588-0050

（株）上成 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区諸岡４－３４－４〒812-0894

上野　正美111283

TEL 0948-23-0675

江藤工産（株） 30,000 －4010無法

土１と１
福岡県飯塚市吉原町８－２５〒820-0040

江藤　富士美111284

TEL 0947-26-4139

花野設備 －4009無個

水１
福岡県田川郡糸田町２９５０〒822-1300

久具　洸太111285

TEL 0947-23-2304

（株）荒木工業 5,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字田原３８２－２〒827-0004

荒木　宏111286

TEL 093-618-2995

ボンズウッド工芸（株） 2,000 －4008無法

具１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東４－４－８〒807-1262

舩津　晋二111287

TEL 093-741-3964

北九昇降機（有） 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市若松区青葉台南１－１０－６〒808-0142

宮川　正久111288

TEL 093-701-7306

ＰＡＩＮＴ－ＴＥＣ －4008無個

塗１
福岡県北九州市若松区赤岩町７－３－１０２〒808-0075

河上　順治111289

TEL 092-292-0130

（株）トーヨー商会 10,000 －4001有法

建１左１と１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１解１
福岡県福岡市博多区榎田２－４－７２〒812-0004

上野　誠司111290

TEL 092-327-0061

鎌田工務店 －4001無個

大１
福岡県糸島市志摩初２６８－１０〒819-1312

鎌田　一彦111292

TEL 0944-86-5800

（株）馬渕工業 5,000 －4003無法

と１
福岡県大川市大字郷原１１２－１〒831-0028

馬渕　健司111293

TEL 0944-52-7861

（株）ヤマト機材 10,000 －4003有法

管１
福岡県大牟田市大字唐船１６０－２〒836-0003

坂田　富男111294

TEL 092-483-1881

九州風雲堂販売（株） 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区上牟田１－１１－３１〒812-0006

山本　一郎111295

TEL 092-212-3310

（株）Ｉ・Ｄ・Ｅ 3,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市城南区東油山１－９－２〒814-0155

井手　幸一111296
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TEL 092-408-7787

（株）ユニケン福岡 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区皿山１－１１－２４〒811-1365

野﨑　敏郎111297

TEL 092-812-6111

ハルテック（株） 1,000 －4001無法

土１左１と１屋１タ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市早良区四箇１－８－５－２〒811-1103

吉川　英岳111298

TEL 092-409-1140

（株）キムライト 1,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市博多区対馬小路２－１－１００３〒812-0020

木村　圭伸111299

TEL 093-881-3816

Ａ潜（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１し１解１
福岡県北九州市戸畑区境川２－１６－１６〒804-0013

野見山　安文111302

TEL 093-967-2947

（株）九栄電気システム 10,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区清水３－７－１８〒803-0841

郷原　弘次111303

TEL 092-583-6615

（有）トータルインテリア福岡 3,000 －4011無法

内１
福岡県春日市昇町３－１８９〒816-0851

児玉　裕之111304

TEL 092-582-8143

（株）信樹工業 1,000 －4011無法

防１
福岡県春日市大谷３－６－１〒816-0831

稲永　大樹111305

TEL 092-558-0102

サンエス工業（株） 20,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区銀天町３－６－２７〒812-0879

櫨山　幸一111306

TEL 092-504-2600

ＫＩＳ（株） 3,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市乙金東４－１２１２－４３〒816-0901

石田　浩介111307

TEL 0943-42-1446

島工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町北木屋２３７３－３〒834-1203

島　崇史111308

TEL 0942-78-4654

中川造園 －4002有個

園１
福岡県久留米市北野町中川８６０－７〒830-1101

吉光　ひとみ111309

TEL 0947-82-4831

（株）中田電気 1,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡添田町大字庄２４０－２〒824-0601

中田　廣實111310

TEL 0947-72-6385

ＲＳテック（株） 1,000 －4009無法

鋼１
福岡県田川郡川崎町大字川崎２１３６－４〒827-0003

野見山　繁111311
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TEL 093-617-1792

（有）田代造園 6,000 －4008無法

土１と１石１園１
福岡県北九州市八幡西区大字野面７４０－１〒807-1262

田代　義行111312

TEL 093-244-6350

稲田建築企業所 －4008無個

建１
福岡県中間市大字垣生１９４０－１〒809-0001

稲田　建志111313

TEL 092-534-2230

（株）カームファスト 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区平尾浄水町１－２２〒810-0029

馬原　悠111314

TEL 0948-21-5835

西日本テクノ（株） 10,000 －4010無法

土１機１
福岡県飯塚市横田１１６－１〒820-0044

野見山　敬介111315

TEL 092-926-9708

ＳＨＯＧＯ建装 －4011無個

舗１
福岡県筑紫野市筑紫７２１〒818-0025

平山　庄吾111316

TEL 092-404-0338

（株）ユーテック福岡 5,000 －4011無法

絶１
福岡県大野城市仲畑３－８－８〒816-0921

松岡　春義111317

TEL 092-515-4585

（株）創図 2,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市早良区南床４－２－３－３０３〒814-0031

村田　章徳111318

TEL 093-472-1136

千代丸工業 －4008有個

防１
福岡県北九州市小倉南区沼本町２－２－３７〒800-0208

千代丸　雄二111319

TEL 093-761-1114

（株）純伸工業 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市若松区老松２－８－１１〒808-0032

小池　麿美111320

TEL 093-921-4975

（株）井上工業所 5,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町２－３－３７〒800-0256

井上　悦秀111321

TEL 0942-43-4576

堀部工務店 －4002有個

と１
福岡県久留米市高良内町２５６９－１９〒839-0852

中村　繁実111323

TEL 0944-87-588

（株）エトウ 51,390 －4003有法

建１
福岡県大川市大字鐘ヶ江２２７－２〒831-0008

江藤　義行111324

TEL 0944-78-9767

（株）Ｙテック 5,000 －4003無法

電１
福岡県三潴郡大木町八町牟田９－１〒830-0416

島　優一111325
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TEL 0943-47-2795

日伸建設（株） 7,000 －4007無法

土１と１管１舗１水１
福岡県八女市矢部村北矢部１０２２０－１〒834-1401

吉開　伸吾111326

TEL 0943-24-8612

（株）四季 7,770 －4007無法

建１
福岡県八女郡広川町大字久泉５２９－１０〒834-0112

川口　隆111327

TEL 093-884-0100

（株）テンゼン 12,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市戸畑区菅原２－１－１３〒804-0044

前島　和也111328

TEL 0947-42-1828

（株）岡本設備 5,000 －4009無法

土１と１管１水１
福岡県田川郡川崎町大字池尻１７０〒827-0002

岡本　傳111330

TEL 0949-22-2188

ユウキ建設 －4004無個

鋼１
福岡県直方市大字知古１２２５－１０〒822-0022

川吉　勇111331

TEL 0949-36-3316

（株）ＣＯＬＯＲ 5,000 －4004無法

大１左１屋１タ１板１塗１防１内１
福岡県直方市大字頓野５５４－１〒822-0002

山根　敦111332

TEL 0949-58-9107

三宅工業 －4004無個

筋１
福岡県宮若市金丸５０８－４〒822-0111

三宅　貴富士111333

TEL 092-947-4650

（有）城東工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲３３０－２〒811-2413

城戸　則昭111334

TEL 092-512-0122

（株）ＳＯＬシステム 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区桧原２－１３－７〒811-1355

判田　真弘111335

TEL 092-940-5388

（株）シセイコーポレーション 10,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡新宮町大字三代７３８－１〒811-0111

瀬川　裕希111336

TEL 092-753-9567

（株）Ｍ＆Ｆコンサルティング 20,000 －4001有法

土２建２舗２内２園２
福岡県福岡市中央区那の川２－１０－２５〒810-0015

平山　英一111337

TEL 092-803-0036

龍華設備工業 －4001無個

土１と１管１水１
福岡県福岡市早良区重留７－７－１６〒811-1101

笠　和敏111338

TEL 092-926-5349

ｋｏｎｏハウス（株） 5,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市岡田２－６０－９〒818-0013

小ノ上　竜生111339
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TEL 092-985-5935

吉本光廣建設 －4011無個

建１
福岡県春日市下白水南５－５６〒816-0846

吉本　圭一郎111340

TEL 092-400-1833

（株）岡田管工 3,000 －4011無法

管１水１
福岡県春日市上白水７－１０５〒816-0844

岡田　征士111341

TEL 092-596-5524

（株）原田土建 1,000 －4011無法

土１と１舗１
福岡県春日市大土居３－９１〒816-0847

原田　克典111342

TEL 0948-57-0067

小早川工業 －4010無個

と１
福岡県嘉麻市牛隈６４０－１〒820-0301

小早川　玉流111343

TEL 0947-32-4093

西山組 －4009無個

土１と１舗１解１
福岡県田川郡香春町中津原１７８７－６〒822-1405

西山　敏次111344

TEL 0947-85-9785

（株）ジュウケン 5,000 －4009無法

と１
福岡県田川郡福智町神崎１１０６－１〒822-1202

前村　賢二郎111345

TEL 093-372-0018

黒島板金 －4008無個

絶１
福岡県北九州市門司区西新町２－６－１２〒800-0056

黒島　一宏111346

TEL 093-741-4488

（株）ミツエイ 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区花野路３－１－１〒808-0136

戸内　光夫111347

TEL 093-980-7705

（株）電設工業 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区楠橋東２－６－１３〒807-1142

坂井　憂一111348

TEL 093-451-9212

長尾建材 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区長尾６－１１－２７〒803-0274

古鳥井　直樹111349

TEL 093-981-6847

（株）ヤマキ 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区葉山２－２－２〒802-0837

中山　義則111350

TEL 093-621-0023

（有）協栄設備工業所 3,500 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区市瀬３－２－３〒806-0063

中村　光男111351

TEL 093-282-4458

（株）アクアマスター 5,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台２－２４－１５〒811-4215

吉村　弘111352
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TEL 092-710-1730

エー・アール・ティ －4001無個

左１塗１防１内１
福岡県福岡市南区老司１－１７－１９ハイネス一藤１Ｆ〒811-1346

山本　博之111353

TEL 092-281-7512

（株）エコプラザ 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区店屋町７番１８号〒812-0025

小桺　学111354

TEL 092-400-7114

（株）テトラデザイン 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区南片江４－３２－４１〒814-0143

桑原　聖111355

TEL 092-591-9100

（株）ユニティリンク 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区諸岡２－１２－３８〒812-0894

名村　逸子111356

TEL 092-403-6868

（株）ティーケイ空調 2,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市南区向野２－１－１０－１０１〒815-0035

金子　哲也111357

TEL 092-410-6533

（株）松勝 3,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１３６－１〒811-2221

松永　英行111358

TEL 0949-52-3354

（株）エスアンドエス 2,500 －4004無法

内１
福岡県宮若市山口２６９１－２〒822-0153

黒木　秀司111359

TEL 0944-72-1512

（株）髙伸舗道 1,000 －4003無法

土１と１舗１し１
福岡県柳川市大和町豊原７８６－２〒839-0242

髙口　修一111360

TEL 092-985-6566

（株）コスモシステム 500 －4011無法

電１通１
福岡県筑紫野市岡田２－１６７－１１〒818-0013

植松　繁111361

TEL 092-776-1928

（株）武光 1,000 －4011無法

筋１
福岡県那珂川市片縄西３－１５－８〒811-1202

田中　勇人111362

TEL 092-558-6320

（株）イーハウス 3,000 －4001無法

屋１塗１内１
福岡県福岡市博多区板付２－１２－２７－１〒812-0888

佐藤　清一111363

TEL 093-771-7798

英設工業（株） 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市若松区中畑町１０－１０〒808-0047

江口　純司111364

TEL 093-613-6593

（株）アスビルド 5,000 －4008無法

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町１－１６－１７〒807-0842

村上　祐介111365
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TEL 093-246-2981

（株）アフターフォロー 3,000 －4008無法

と１
福岡県中間市深坂２－４－５〒809-0025

島　学111366

TEL 0940-35-5690

（株）元田組 1,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県宗像市ひかりヵ丘２－４－４〒811-3403

元田　豊111367

TEL 093-475-6766

（株）ヤマト工務店 5,000 －4008有法

解１
福岡県北九州市小倉南区大字長野１１３４－５〒800-0228

山本　清美111368

TEL 092-611-7517

（株）三光社 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区筥松１－２－３３〒812-0061

小峰　茂彦111369

TEL 092-410-5493

（有）ニシハラ 3,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１１５－８２〒811-2221

西原　照雄111370

TEL 0943-23-7288

大住工業（株） 1,000 －4007無法

土１建１と１舗１水１
福岡県八女市国武６９３－１〒834-0046

大住　行弘111371

TEL 092-872-8077

東亜開発（株） 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市早良区東入部８－８－３０〒811-1102

藤嶋　天将111372

TEL 092-516-7523

林建装（株） 1,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区若宮２－２－４５〒813-0036

林　直毅111373

TEL 092-984-6438

橋本内装（株） 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区雁の巣１－４－２２〒811-0206

橋本　憲之111374

TEL 092-691-7144

（株）デオス 5,000 －4001有法

建１大１タ１内１
福岡県福岡市東区八田１－１１－２８〒813-0031

黒松　佑一朗111375

TEL 092-431-7811

（株）森硝子店 16,000 －4001有法

ガ１具１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－１８－４〒812-0016

森　重隆111376

TEL 093-701-7992

幸建（株） 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県中間市中央１－１５－１０〒809-0030

新谷　幸紀111377

TEL 092-407-4108

（有）相州屋 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区早良６－３９－５〒811-1122

多田隈　聡111378
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TEL 092-836-9740

（株）タカラケンセツ 7,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市城南区南片江１－３－２２〒814-0143

髙良　年彦111379

TEL 092-865-0293

（株）一歩建設 5,000 －4001無法

土１と１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区賀茂１－１３－４－３〒814-0164

戸畑　正純111380

TEL 0942-53-0274

（株）五熱企画 5,000 －4007無法

管１水１
福岡県筑後市大字野町６７５－４〒833-0032

五十嵐　靖幸111381

TEL 093-280-4613

（株）田尾設備 5,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区蒲生１－７－４０〒802-0978

田尾　和義111382

TEL 092-409-4660

（株）ハラダ 1,000 －4001無法

塗１防１内１
福岡県福岡市東区多の津１－１４－１　ＦＲＣビル〒813-0034

原田　晋輔111383

TEL 092-924-0965

久家工業 －4011無個

左１
福岡県筑紫野市阿志岐２５０５－１１２〒818-0011

久家　登111384

TEL 0948-57-2373

松岡組 －4010無個

左１
福岡県嘉麻市宮吉６５５－２〒820-0312

松岡　信幸111385

TEL 092-411-1952

西日本イシダ（株） 46,000 －4001有法

内１機１通１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２２－３４〒812-0016

新田　辰彦111386

TEL 092-481-8286

ヤマヨシ産業（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－２２－２第５大西ビル３０６－２〒812-0016

吉永　直樹111387

TEL 092-836-6166

（株）ＲＥＧＡＲＥ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区下山門３－９－３０〒819-0052

阿比留　直樹111388

TEL 092-205-0714

（株）エムズ 5,000 －4001無法

大１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋４１９番地〒811-2308

望月　聡111389

TEL 0942-65-0587

ノグチ工業 －4002無個

塗１防１
福岡県久留米市三潴町清松１－４〒830-0116

野口　理夫111390

TEL 0944-58-2476

松田建設 －4003無個

建１大１
福岡県大牟田市大字橘９９６－１〒837-0911

松田　孝一111391
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TEL 0942-62-2848

中園住建 －4002無個

建１
福岡県久留米市城島町内野２９７－９〒830-0204

中園　敏博111392

TEL 0942-40-3020

（株）アサヒハウジング 10,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市東町１－３７〒830-0032

古川　隆樹111393

TEL 0944-55-7228

シマウチ建設（株） 5,000 －4003無法

と１管１
福岡県大牟田市中町２－１－６〒836-0013

島内　靖治111394

TEL 092-919-7568

ＫＮ技研（株） 3,000 －4011無法

電１管１
福岡県筑紫野市天山５７４－２３〒818-0012

榎本　宏幸111395

TEL 092-588-8803

（株）絆住研 5,000 －4001有法

建１と１管１
福岡県福岡市博多区昭南町３－３－１４〒812-0876

髙橋　昭司111396

TEL 0940-32-1662

（株）Ｔ．Ｋフェンス 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県宗像市ひかりケ丘１－８－１４〒811-3403

小田切　公史111397

TEL 093-475-5777

（株）北九トラスティング 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区葛原東２－９－２〒800-0206

坂ノ上　克己111398

TEL 0946-23-8706

（株）佑建 3,000 －4006無法

土１と１舗１解１
福岡県朝倉市一木３７３－１〒838-0065

堀江　拓生111399

TEL 0949-28-8622

（株）小嶋建設 5,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県直方市大字上新入２０６０－１〒822-0033

小嶋　元樹111400

TEL 093-331-0555

（株）　建築設計 3,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市門司区本町４－１４〒801-0834

　　千代範111401

TEL 093-964-0507

（株）九州設備 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区石田南３－１－２６〒802-0836

池本　秋光111402

TEL 093-482-2340

（株）Ｅ＆Ｆ 5,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市小倉北区井堀３－１６－２２〒803-0835

中西　睦夫111403

TEL 0942-65-3020

（株）佐藤建設 5,000 －4007無法

土１建１と１舗１水１
福岡県筑後市大字山ノ井６８０－１〒833-0031

佐藤　哲男111404
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TEL 0947-46-0543

インテリアタテイシ －4009無個

内１
福岡県田川市大字伊田２６７０－２５〒825-0002

立石　重美111405

TEL 0930-24-8913

久冨工務店 －4005無個

建１
福岡県行橋市西泉３－９－３〒824-0038

久冨　正博111406

TEL 093-342-9031

（株）新林 3,000 －4008有法

土１と１舗１解１
福岡県北九州市門司区新開３－２４〒801-0885

林　俊治111407

TEL 093-883-8286

（株）大庭装工 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区田町２－２－１７〒806-0003

大庭　久和111408

TEL 092-591-2311

本田板金工業所 －4011無個

板１
福岡県春日市紅葉ヶ丘西３－９２〒816-0832

本田　祐一111409

TEL 0946-22-2704

中尾設備 －4006無個

管１水１消１
福岡県朝倉市堤５６５－１〒838-0062

中尾　博武111410

TEL 0947-26-5511

秀龍トータルテック（株） 5,000 －4009無法

土１と１舗１
福岡県田川郡糸田町３９６７－５７〒822-1302

畠中　太樹111411

TEL 093-616-0162

（株）誠上 300 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区屋敷１－９－１８〒806-0006

岩見　誠吾111412

TEL 092-406-0646

（株）ＮＩＮＥ　ＦＡＶＯＲ 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市中央区地行１－１５－６〒810-0064

小畑　孝行111413

TEL 092-403-0086

（株）ダイスプロジェクト 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区千代１－２０－１４〒812-0044

橋爪　大輔111414

TEL 092-936-9287

Ｔｙ・プランニング －4001有個

建１
福岡県糟屋郡志免町志免２－７－６〒811-2202

田尻　常雄111415

TEL 092-433-8284

ウィットシステムズ（株） 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１７－５〒812-0013

石川　清111416

TEL 09496-2-3117

（株）木下産業 5,000 －4004有法

建１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野１９０４－３〒820-1103

木下　貴嗣111417
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TEL 093-752-3700

（株）ＵＳＨＩＪＩＭＡ 5,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県北九州市若松区本町２－１３－５〒808-0034

牛島　健一111418

TEL 0949-52-7411

（株）フロントライン 3,000 －4004有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県直方市大字感田２４３５－１〒822-0001

吉本　誠111419

TEL 092-806-3641

小川住設 －4001無個

管１
福岡県福岡市西区大字元岡２７１２－１〒819-0385

小川　俊彦111421

TEL 092-515-2278

（株）オーケーカンパニー 2,000 －4001有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－２４－２－６０２〒812-0011

川畑　英幹111422

TEL 093-982-6594

（株）ケイ・オー・ワイ 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区津田新町１－５－１２〒800-0227

加藤　隆之111423

TEL 093-555-8302

（株）須﨑造園 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１園１水１解１
福岡県北九州市小倉南区吉田にれの木坂２－１１－１１〒800-0210

須﨑　祐太111424

TEL 093-282-6480

（株）クロキ 5,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津１－２８－６〒811-4231

黒木　文生111425

TEL 0940-42-6521

ＩＫＩ興建（株） 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福津市福間南３－２－１４〒811-3212

吉永　純二111426

TEL 092-804-1377

（有）宮﨑設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区大字脇山２７００－７〒811-1111

宮﨑　治美111427

TEL 092-332-2280

（株）日進仮設工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県糸島市波多江駅北２－１７－１５〒819-1107

草野　克彦111428

TEL 092-407-9501

（株）和喜左官 300 －4001無法

左１
福岡県福岡市西区生の松原１－２－１１－３０８〒819-0055

丸田　和喜111429

TEL 093-230-0872

（株）ＭＨＲ 3,000 －4008無法

左１と１
福岡県北九州市八幡西区八枝５－６－１〒807-0856

三原　健一111430

TEL 093-612-6811

（株）ホーム機器いのくち 3,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町１－１０－１３〒807-0845

重村　英臣111431
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TEL 0944-51-3301

（株）藤信建設 5,000 －4003無法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県大牟田市大字歴木１８０７－１３４０〒837-0924

伊藤　智111432

TEL 0942-48-2600

マルケン工業 －4002無個

水１
福岡県久留米市上津町９４－４〒830-0052

山本　愉佳子111433

TEL 0942-55-8134

（株）阿南工業 5,000 －4002無法

大１と１
福岡県久留米市宮ノ陣４－４３－１５〒839-0801

阿南　尚111434

TEL 092-515-3121

松成電気（株） 5,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市今光４－１０１〒811-1211

松尾　春成111435

TEL 093-616-9927

（株）克昇建設 3,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市八幡西区竹末２－９－６〒806-0045

中須賀　力也111436

TEL 093-202-6214

甲斐工業 －4008無個

板１絶１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊１－４－７〒807-0001

甲斐　敏春111437

TEL 0946-24-0845

秀栄工業 －4006無個

鋼１
福岡県朝倉市屋永６８３〒838-0031

釡堀　秀二111438

TEL 092-804-3239

黒岩塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区重留３－３０－４〒811-1101

黒岩　秋人111440

TEL 092-324-7228

（株）怡土電設工業 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県糸島市高神６５－１〒819-1143

立木　重光111441

TEL 0942-26-2671

（株）チクホー工機 10,000 －4002有法

機１
福岡県久留米市安武町武島１６４２－１〒830-0071

原口　賢三111442

TEL 0948-92-6140

功凌工業（株） 7,000 －4010無法

防１
福岡県飯塚市口原１７１４－１〒820-1114

河野　勝也111443

TEL 0949-35-1258

タダマツ設備 －4004無個

管１
福岡県直方市大字上頓野１０９０－３〒822-0003

只松　謙也111444

TEL 092-332-9770

盛弘建設 －4001無個

と１
福岡県糸島市本１７８１－７〒819-1151

盛弘　幸正111445
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TEL 092-325-1919

ヤマイチテクノ（株） 123 －4001無法

塗１防１
福岡県糸島市二丈松末１０６５－８〒819-1613

山浦　久美浩111446

TEL 092-410-3515

（株）壱縁 9,000 －4001有法

建１大１内１
福岡県古賀市日吉２－２０－２７〒811-3106

有馬　純一郎111447

TEL 092-558-5678

（株）冨嶋工業 5,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市平野台４－１８－２４〒816-0972

冨嶋　勇介111448

TEL 093-701-7265

（株）アウクバ 5,000 －4008無法

園１
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良２２７〒811-4311

青木　栄一111449

TEL 092-980-1571

（有）ビーワークス 3,000 －4011有法

板１具１
福岡県大野城市平野台３－３－１０〒816-0972

馬場﨑　博111450

TEL 093-982-5267

（株）三友工業 500 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町２－２－１６〒800-0207

夏目　昭嗣111451

TEL 093-621-8603

（株）八蔵コーポレーション 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区八千代町４－１４〒806-0023

岡本　　司111452

TEL 0949-32-5105

（株）Ｙ’ ｓナーセリー 1,000 －4004無法

園１
福岡県宮若市宮田５４５２〒823-0011

山田　耕一111453

TEL 0930-22-7354

福島工務店 －4005無個

土１建１と１解１
福岡県行橋市大字今井１８２１－１〒824-0018

福島　啓之111454

TEL 0942-78-4365

平田工業 －4002有個

建１鋼１
福岡県久留米市北野町中１９０７－１〒830-1113

平田　宏明111455

TEL 0943-76-9113

（株）河津組 5,000 －4002無法

土１と１管１解１
福岡県うきは市浮羽町三春１１０７－９〒839-1407

福本　忍111456

TEL 0942-62-1282

喜多電設（株） 5,000 －4002有法

土１電１管１水１消１
福岡県久留米市城島町下青木１３０５－１〒830-0225

喜多　雄二111457

TEL 0944-32-2843

武嶋設備 －4003無個

管１
福岡県三潴郡大木町大字前牟田５６２－３〒830-0406

武嶋　和也111458
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TEL 092-939-1121

（株）牧山組 5,000 －4001無法

大１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原２－２３－３〒811-2315

牧山　修司111460

TEL 092-804-7063

（株）　本工業 3,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市早良区重留７－１５－２９〒811-1101

　本　和美111461

TEL 092-934-1110

Ｌｕｆｔ（株） 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷１４２７－１〒811-2115

松本　卓也111462

TEL 093-663-8080

博新技建 －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡東区桃園２－１０－２８〒805-0068

古賀　一博111463

TEL 093-383-9326

（株）アースクリエイト 5,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市小倉北区下到津２－１－４〒803-0846

森　譲二111464

TEL 0947-42-4084

（株）ＮＡＫＡＭＵＲＡ 7,000 －4009有法

建１ガ１具１
福岡県田川市大字川宮１０５６－２〒826-0042

中村　信　111465

TEL 0944-87-4624

古賀清木工（株） 10,000 －4003有法

内１
福岡県大川市大字上白垣１６４－４〒831-0012

古賀　聖剛111466

TEL 092-292-7821

（株）旺建 20,000 －4001無法

土２建２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－２明東ビル６０３〒812-0881

宮本　宜佳111467

TEL 092-409-5923

（株）システムデザイン 3,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市博多区東光２－２０－２８〒812-0008

樋口　利広111468

TEL 0943-42-0413

（株）ハウスプロダクト 5,000 －4007無法

建１
福岡県八女市黒木町田本１７０－５〒834-1214

中川　佳子111469

TEL 093-964-4900

（株）キタクボ造園 3,000 －4008無法

土１と１舗１解１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－４－１７－１０５〒802-0979

北久保　弘111470

TEL 092-521-7575

（株）朝日ホームズ 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区高宮３－２４－１４〒815-0083

砂田　昇111471

TEL 092-934-0867

（株）ＴＡＣＴ 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂１－２４－８〒811-2103

古賀　拓二111472
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TEL 092-791-5358

（株）与加電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区大楠１－１６－１〒815-0082

前粟藏　了111473

TEL 0944-56-3257

アイエスメタル（株） 5,000 －4003有法

土１と１電１管１解１
福岡県大牟田市四山町９－３〒836-0067

石崎　一郎111474

TEL 0944-74-0632

（株）橋本工業 1,000 －4003無法

管１
福岡県柳川市三橋町正行３２０－２〒832-0828

橋本　尚貴111475

TEL 0942-48-0125

（株）大坪電設 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市御井旗崎４－４－５０〒839-0841

大坪　雄二111476

TEL 092-408-8075

（株）伸建 5,000 －4011無法

大１
福岡県那珂川市大字西畑５３４－４〒811-1246

佐藤　年伸111477

TEL 092-836-7742

（株）ファルコン 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区百道浜４－１－３シーサイドももちアルテイコートＢ館１０２〒814-0001

大藪　健111478

TEL 092-836-8090

ＪＮＥ（株） 5,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市城南区七隈４－９－２〒814-0133

國武　直人111479

TEL 093-961-8487

小西電気設備 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区企救丘２－１４－３３－６０３〒802-0981

小西　仁111480

TEL 093-701-7657

（株）松蓮建設 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区藤ノ木３－５－２１〒808-0074

松田　優治111481

TEL 093-771-1000

三和プロメンテ（株） 9,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市若松区響町１－９０－３〒808-0021

梅林　喜代江111482

TEL 092-555-4721

（株）すみか工房 7,000 －4011無法

建１大１
福岡県那珂川市今光５－１８７〒811-1211

簑田　真二111483

TEL 0948-53-3220

（株）進開工業 5,000 －4010無法

大１と１
福岡県嘉麻市上山田２１１－２６〒820-0012

堀田　公彦111484

TEL 09496-2-5390

（有）エヴァ 5,000 －4010有法

土１と１舗１解１
福岡県飯塚市勢田１２７９－９〒820-1111

大塚　晴美111485
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TEL 092-558-6438

（株）創和電設 5,000 －4011無法

電１
福岡県春日市大谷２－１３８〒816-0831

髙山　浩111486

TEL 092-581-6287

（株）森工業 5,000 －4011無法

大１
福岡県春日市ちくし台３－３４〒816-0822

森　周111488

TEL 092-410-6900

（株）高尾重建工業 1,000 －4001無法

土１建１と１鋼１舗１塗１水１解１
福岡県福岡市東区三苫７－３－１９－２０４〒811-0201

髙尾　竜二111489

TEL 0940-42-1997

やまうら工務店（株） 5,000 －4008無法

内１
福岡県福津市中央４－８－１４〒811-3217

山浦　豊樹111490

TEL 093-383-0605

（株）ＴＲＳ 5,000 －4008有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区重住２－５－９〒802-0811

芳本　隆光111491

TEL 092-939-5491

（株）ハヤテアンド 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原８６９〒811-2312

高木　憲治111492

TEL 092-861-5717

新宅建設（株） 5,000 －4001無法

建１大１内１具１
福岡県福岡市早良区田隈１－２９－１〒814-0174

新宅　幸博111493

TEL 092-400-1012

（株）翼デザインシステム 3,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市早良区次郎丸４－５－５９〒814-0165

出羽　克紀111494

TEL 092-561-2400

（有）西永電気 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市南区長丘２－１９－２１〒815-0075

西村　雅泰111495

TEL 092-692-7710

（株）池田設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区和白東４－２４－２９〒811-0214

池田　宏樹111496

TEL 0943-23-5548

（株）櫨川工業 5,000 －4007無法

建１屋１板１
福岡県八女市立花町山﨑５７７－１〒834-0081

櫨川　龍也111497

TEL 092-954-1677

（株）スケイプ 1,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区野間１－９－３２－４階〒815-0041

仁田野　裕昭111498

TEL 092-213-2627

（株）瀬戸工務店 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区井尻３－５－１８〒811-1302

瀬戸　嘉隆111499
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TEL 092-866-4795

（株）ＩＫＪ 5,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市城南区東油山１－７－２０〒814-0155

奥村　輝一111500

TEL 092-962-2435

（株）グリップ福岡 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡新宮町上府６８４－６〒811-0117

礒村　泰一111501

TEL 092-503-5758

（株）臣工業 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区金の隈３－３－４－４〒812-0863

安部　直臣111502

TEL 092-932-0098

上原空調設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町桜原１－６－２〒811-2109

上原　隆111503

TEL 092-985-4202

（株）エフティ工業 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市東区多の津５－８－１２〒813-0034

岡部　浩之111504

TEL 0930-22-4150

（株）久冨 5,000 －4005無法

建１と１塗１防１内１解１
福岡県行橋市行事８－１７－３〒824-0001

久冨　光夫111506

TEL 0979-82-5048

安勝建設 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県豊前市大字才尾２６１〒828-0072

安髙　盟統111507

TEL 0942-33-9187

エガミ塗装工業 －4002無個

塗１防１
福岡県久留米市長門石３－１２－９〒830-0027

江上　豊彦111508

TEL 0948-25-0512

福口組 －4010無個

と１
福岡県飯塚市忠隈１２０－７７〒820-0071

福口　忠男111509

TEL 092-555-5788

（株）Ｈ－ＷＯＲＫ 3,000 －4011有法

土１と１舗１解１
福岡県那珂川市片縄北３－１１－１２〒811-1203

畑中　真美111510

TEL 0947-26-1314

（株）原企画 8,880 －4009無法

土１と１石１管１舗１し１水１消１解１
福岡県田川郡糸田町３９２０－１〒822-1300

原　龍二111511

TEL 092-921-7120

（株）ジプラス 5,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１防１水１解１
福岡県太宰府市水城２－１１－１０〒818-0131

橋本　剛111512

TEL 092-434-5511

（株）慶和建装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２１－３７〒812-0016

斉藤　和洋111513
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TEL 092-672-4848

（株）ＪＹＵＫＥＮ 40,000 －4001有法

建２内２
福岡県福岡市東区松香台２－１－３５〒813-0004

發田　喜彦111514

TEL 093-701-9980

（株）幸和 3,000 －4008有法

土１建１大１と１石１タ１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市若松区深町２－７－４２－１－Ａ〒808-0012

久保田　堅介111515

TEL 093-962-3575

（株）北和電設 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区南方３－２３－１７〒802-0976

田村　和人111517

TEL 0942-46-1200

（株）アルフォース 1,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市日吉町１２－３５〒830-0017

池上　功利111518

TEL 0942-22-2126

久留米サイディング －4002無個

タ１
福岡県久留米市上津町２２２８－１０６３〒830-0052

増永　義孝111519

TEL 0943-76-3342

大藤重機 －4002無個

解１
福岡県うきは市吉井町鷹取１４４７－５〒839-1343

大藤　高行111520

TEL 093-2305936

（株）豊成工業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市戸畑区天籟寺２－５－１４－１０１〒804-0041

豊村　康裕111521

TEL 092-673-2611

（株）アップフィールド 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市東区下原２－１－３〒813-0002

上田　浩司111522

TEL 092-874-2117

（株）リファイン・スエナガ 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市早良区賀茂３－２６－２７－１０１〒814-0164

末永　聡111523

TEL 092-260-8995

（株）フレスコ 5,000 －4001無法

土１園１
福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目１０－２３〒812-0016

杉野　直人111524

TEL 0947-85-9589

（株）アース商会 300 －4009無法

土１
福岡県田川郡川崎町大字田原２７５－１〒827-0004

浦田　雄介111525

TEL 092-292-3956

（株）ティーリンク 10,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－４－６Ｔ・Ｙビル左〒812-0016

木村　豊和111526

TEL 093-981-4926

（株）上村エンジニアリング 1,000 －4008有法

管１鋼１
福岡県北九州市若松区小敷ひびきの２－２１－６〒808-0139

上村　真史111527
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TEL 093-472-6133

（株）佐々木工務店 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区津田南町１９－７〒800-0248

佐々木　昭六111528

TEL 093-982-2016

川満組 －4008無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区青葉台南１－５－１３〒808-0142

川満　友治111529

TEL 092-408-8333

（株）日盛工業 8,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市南区屋形原２－２０－２３〒811-1351

日髙　千秋111530

TEL 092-408-7200

廣掃建（株） 3,000 －4001有法

解１
福岡県福岡市博多区東比恵３－１１－９〒812-0007

廣池　尊雄111531

TEL 092-606-2352

国﨑畳襖店 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区雁の巣１－２３－２１〒811-0206

國﨑　敏明111532

TEL 092-939-2280

ＥＭＵ防災 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡粕屋町仲原１－１５－１５〒811-2304

中野　剛志111533

TEL 0942-46-0123

（株）萬代製作所 3,000 －4002無法

鋼１
福岡県久留米市津福今町１２０－１〒830-0061

万代　泰久111534

TEL 0942-22-2541

（株）北部九州サンロード 25,000 －4002無法

土２と２石２鋼２舗２塗２園２水２
福岡県久留米市藤山町８４－１〒830-0053

平川　博司111535

TEL 0942-64-3371

中島建設（株） 10,000 －4002無法

土１建１と１鋼１解１
福岡県久留米市三潴町玉満３７４〒830-0112

河野　綾111536

TEL 0942-22-0094

モリミツカナモノ －4002無個

鋼１
福岡県久留米市国分町１２１７－１０〒839-0863

森光　哲夫111537

TEL 092-321-0894

糸島家屋工房 －4001無個

建１
福岡県糸島市高田４－１－１１〒819-1102

　田　高啓111538

TEL 092-981-2028

（株）Ｐ．Ｓ．ＰＪＡＰＡＮ 4,608 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区対馬小路１３－２６－４Ｆ〒812-0020

早瀬　尚宏111539

TEL 092-932-5520

丸建塗装 －4001無個

塗１
福岡県糟屋郡宇美町桜原１－５－６〒811-2109

地金　健二111540
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TEL 092-562-1379

（株）ＮＯＮ－Ｓ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区塩原４－１９－３９－１０３〒815-0032

寺﨑　上111541

TEL 092-407-1471

ＧＯＳＨＯ（株） 10,000 －4004無法

機１
福岡県宮若市四郎丸１８４１〒823-0016

五所　亮平111542

TEL 092-710-3340

（株）毛利総合建設 5,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県朝倉郡筑前町下髙場１９１８－１〒838-0211

毛利　周二111543

TEL 093-381-1441

（株）桃坂内装 8,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市門司区大里東３－９－１２〒800-0022

桃坂　順一111544

TEL 093-616-2927

ローカルワーカー（株） 3,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市八幡西区野面４８５－６〒807-1262

平田　彬111545

TEL 093-922-3822

（株）小野山工業 2,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－１－３－２０７〒802-0814

小野山　和博111546

TEL 0942-80-0312

（株）ＴＯＧＡＭＩ 1,000 －4007有法

屋１
福岡県筑後市大字熊野１３１１－３２〒833-0055

戸上　幸人111547

TEL 092-574-7039

大橋内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区南八幡２－６－４－５０５〒812-0886

大橋　輝之111548

TEL 092-474-8383

（株）木村組 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－２３－１０〒812-0896

木村　直柔111549

TEL 092-408-8688

（株）設計工房ひなたぼこ 5,000 －4011無法

土１と１園１
福岡県筑紫野市二日市北４－２７－４７〒818-0056

森　淳之111551

TEL 092-692-4771

（株）明津工業 1,000 －4011有法

鋼１
福岡県大野城市牛頸２－２４－１〒816-0971

中田　貴宏111552

TEL 093-611-5162

あつお建設 －4008無個

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区上の原４－１７－２２－３０１〒807-0071

山本　篤雄111553

TEL 093-967-0834

（株）大喜工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区上富野４－１３－２３〒802-0022

眞邉　悟111554
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TEL 0948-29-5820

建成工業 －4010無個

と１
福岡県飯塚市高田１６７９－２〒820-0079

田村　隆111555

TEL 0944-85-8094

（株）ライアート 1,500 －4003無法

電１
福岡県大牟田市新栄町１８－９〒836-0041

坂木　優111556

TEL 0944-87-3113

（有）丸建建具店 3,000 －4003有法

具１
福岡県大川市大字丸網字寺の西３７３－１〒831-0042

古賀　直洋111557

TEL 0942-78-2000

（株）プランツ 11,000 －4002無法

機１
福岡県久留米市北野町中２３５５〒830-1113

福井　昭博111559

TEL 093-482-2724

明和（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区木町１－９－７－８０５〒803-0851

和田　壮弘111560

TEL 093-613-1597

（有）サム・ライズ 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区下上津役３－１７－１６〒807-0075

佐藤　正111561

TEL 0946-25-0805

篠田商店 －4006無個

と１解１
福岡県朝倉市上秋月１７５７－１〒838-0019

篠田　龍臣111563

TEL 0949-33-2823

（有）西豊興業 3,000 －4004有法

機１
福岡県宮若市上有木字水谷１５６６－１〒823-0015

伊藤　恭之111564

TEL 093-863-0032

（株）大国見プランニング 5,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県遠賀郡遠賀町田園１－７－２〒811-4343

尾前　確111565

TEL 093-452-0012

（株）リペアアーチ 5,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１塗１
福岡県北九州市小倉南区長尾６－４－１１〒803-0274

大住　元喜111566

TEL 093-482-6310

（株）西寿機工 100 －4008無法

と１
福岡県北九州市戸畑区東大谷３－１３－５〒804-0031

西之原　幸弘111567

TEL 092-260-9366

アイ・テックス（株） 10,000 －4011有法

管１
福岡県大野城市仲畑４－７－１４〒816-0921

井上　征洋111568

TEL 092-929-2181

ウチヤマ企画 －4011無個

土１と１石１舗１
福岡県太宰府市青山２－１－３２〒818-0121

内山　弘之111569
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TEL 0943-35-0145

エーグラウディング －4007無個

と１
福岡県八女市立花町白木３１４４－１〒834-0084

有冨　敏行111570

TEL 092-692-5275

（株）グリーンマーク 1,000 －4001無法

土１と１舗１園１
福岡県福岡市東区多々良１－１７－１２－７０８〒813-0033

小森　嗣也111571

TEL 092-936-0605

（有）ＧＥＮＥＳＩＳ 3,000 －4001有法

内１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石６０４－１〒811-2221

由井　陽介111572

TEL 092-834-6402

（株）Ｃ４ 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市西区室見が丘２－１－２〒819-0030

瀬戸　健資111573

TEL 092-933-1683

真工業（株） 4,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘２－２８－１５〒811-2106

稲永　眞治111574

TEL 092-894-6711

（株）ホームスターク 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区姪浜駅南１－７－２２〒819-0006

原　康史111575

TEL 092-410-7262

タイルアーティストクラブ －4001有個

石１タ１
福岡県糟屋郡新宮町夜臼４－５－４〒811-0110

沼本　勝友111576

TEL 092-577-4139

（合）ケンシン 750 －4001無法

左１防１内１
福岡県福岡市博多区月隈２－８－６〒812-0858

伊藤　新吾111577

TEL 092-834-2581

（株）忍工業 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市城南区片江５－１１－１１〒814-0142

篠﨑　勝111578

TEL 092-863-8620

（株）城山 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市城南区神松寺１－２１－１０〒814-0121

深見　隆太111579

TEL 092-503-2555

（株）白垣電設 5,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区東月隈２－８－６〒812-0854

白垣　克樹111580

TEL 092-938-3727

（株）マルユウ 5,000 －4001無法

電１機１
福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦１－１３－１０〒811-2310

地福　優111581

TEL 092-521-0307

（株）河野設計福岡 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区大楠１－３５－２１－１Ｆ〒815-0082

河野　洋助111582
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TEL 093-653-4578

（株）ツルケン 3,000 －4008有法

土１建１と１園１水１
福岡県北九州市八幡東区茶屋町８－２７〒805-0014

鶴本　貫太郎111583

TEL 093-383-5116

（株）虎開発 5,000 －4008有法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬２－３－１２〒807-1261

乙津　義昭111584

TEL 0944-85-9817

藤生建設 －4003無個

建１大１
福岡県柳川市三橋町磯鳥９１－２〒832-0805

藤生　茂111585

TEL 092-503-0843

（株）アールラボ 1,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市大城４－１４－４〒816-0911

大浦　亮太111586

TEL 092-410-8870

九州システム技研（株） 5,000 －4001無法

板１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋３８３－１〒811-2308

石原　まり111588

TEL 092-555-7733

如水電建（株） 5,000 －4001無法

土１と１電１通１解１
福岡県福岡市南区長丘２－１３－１３－５０３〒815-0075

小杉　泰三111589

TEL 092-231-0835

（株）エスアイジー 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区大手門１－９－１－２１１〒810-0074

岩野　政義111590

TEL 092-976-1715

Ｎ－ＴＥＣ －4001無個

具１
福岡県糟屋郡久山町大字山田３１０３〒811-2502

中村　智行111591

TEL 093-963-8090

（株）Ｋｅｎｓｙｏ 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区徳力２－６－１２〒802-0974

安武　広明111592

TEL 093-342-8207

綿本保温 －4008無個

絶１
福岡県北九州市小倉南区東貫２－２－３６〒800-0224

綿本　正剛111593

TEL 093-742-8602

（株）タカミツ住設 5,000 －4008無法

土１と１管１水１
福岡県北九州市若松区大字払川５８７番地〒808-0113

末綱　隆光111594

TEL 093-475-9188

（株）秀匠技建 1,000 －4008無法

大１左１屋１タ１板１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉南区沼南町１－１５－１３〒800-0205

橋口　秀明111595

TEL 093-952-2142

伊藤鉄筋工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉北区高坊２－８－５〒802-0053

伊藤　徹史111596
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TEL 093-980-2128

（株）ケーツーテック 600 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市小倉南区八幡町９－７〒802-0805

国広　孝一111597

TEL 0949-28-7591

（株）佐藤住宅建築 5,000 －4004無法

建１
福岡県直方市大字感田２６１７－２０〒822-0001

佐藤　信広111598

TEL 0949-52-1543

上野サッシ －4004無個

ガ１具１
福岡県宮若市竹原３１０〒822-0142

上野　紘一111599

TEL 0949-28-7361

協和サービス（株） 10,000 －4004有法

機１
福岡県宮若市沼口８４７－１〒822-0152

中野　真一111600

TEL 093-967-0744

（株）多田工務店 100 －4008無法

建１大１
福岡県北九州市小倉北区篠﨑３－２－１６〒803-0861

多田　敏男111601

TEL 092-401-4797

（株）九州コムテック 3,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区諸岡１－１２－７〒812-0894

久保田　朋宏111602

TEL 093-482-7622

善満電通（株） 10,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市八幡西区上香月１－７－２２〒807-1101

竹村　純一111603

TEL 092-957-8171

（株）東光電機製作所 5,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１０９９－２〒811-2112

小栁　京子111604

TEL 0942-65-4675

テクノクラート（株） 4,000 －4002有法

電１
福岡県久留米市御井町１６４７－２〒839-0851

櫻井　立也111605

TEL 0942-85-7018

ＪＹＯ企画（株） 3,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県久留米市善導寺町木塚中川原１１９２－５〒839-0822

本庄　功明111606

TEL 0944-62-3775

古賀建設 －4003無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県みやま市瀬高町上庄１６６４－１〒835-0025

古賀　匠111607

TEL 092-673-6071

佐世保通信設備（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市東区松崎３丁目３－４〒813-0035

長与　安憲111608

TEL 092-692-6261

（株）グループ・コア 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡宇美町宇美４－７－３３〒811-2101

木村　照幸111609
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-931-3420

（株）スペースデザイン 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区三萩野２－１－６津田第６ビル２０１号〒802-0065

丸山　光次郎111610

TEL 0943-32-4332

山貴不動産 －4007有個

塗１
福岡県八女郡広川町大字川上６７１－５〒834-0113

山下　陽平111611

TEL 092-928-2067

（株）匠ホーム 6,000 －4011無法

建１内１
福岡県太宰府市通古賀５－１１－４３〒818-0104

中村　嘉伸111612

TEL 092-555-2097

ＨＹＰＨＥＮ（合） 50 －4001無法

大１左１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区皿山３－１１－８〒811-1365

栗田　健二111613

TEL 092-936-3769

（株）真栄工業 300 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡志免町王子３－２３－６〒811-2209

神之浦　栄真111614

TEL 092-806-2148

松栄興産（有） 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市西区大字桑原１３９５－１〒819-0382

三苫　秀利111615

TEL 092-811-6960

（株）史建築企画 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市西区野方１－２６－６〒819-0043

永井　智史111616

TEL 092-212-0357

有田工業（株） 7,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市城南区七隈７－２５－３６〒814-0133

有田　賢真111617

TEL 0942-65-4220

（株）常翔開発 5,000 －4002無法

解１
福岡県三井郡大刀洗町冨多２１９１〒830-1201

髙橋　聡111618

TEL 0944-54-2287

（有）アクトコーポレーション 3,000 －4003有法

機１
福岡県大牟田市大字今山２６７８－１〒837-0922

大塚　義克111619

TEL 0944-76-0624

空間工房 －4003有個

建１
福岡県柳川市大和町中島７６０－３〒839-0254

　田　貴広111620

TEL 0944-55-1040

（株）コゥ・テック 20,000 －4003無法

土２管２水２消１
福岡県大牟田市長田町１１－１〒836-0083

溝脇　潤平111621

TEL 093-383-0450

（合）村尾工務店 100 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区中の原３－１－２〒807-0841

村尾　司111622



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-473-0918

（株）トラスト 3,000 －4008無法

鋼１板１ガ１具１
福岡県北九州市小倉南区上貫１－６－８〒800-0244

中西　啓造111623

TEL 0947-63-3551

（株）サクラ開発 5,000 －4009無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県田川郡大任町大字大行事３８２９－１〒824-0512

藤澤　利雄111624

TEL 0947-26-3930

（株）グリーン工業 3,000 －4009無法

土１建１
福岡県田川郡糸田町１８１３－１４２〒822-1300

島本　澄生111625

TEL 0946-23-8788

（株）サンシステム 5,000 －4006無法

電１
福岡県朝倉市杷木星丸１１６６－１〒839-1504

小川　正111626

TEL 092-982-0329

（株）ｃｏｎｆｒｏｎｔ 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区板付２－９－９〒812-0888

光木　学111627

TEL 092-609-9557

グリーンデイ －4001有個

土１と１舗１園１
福岡県福岡市東区雁ノ巣２－１－３１〒811-0206

山口　貴111628

TEL 092-865-9150

（株）高松工務店 100 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区野芥２－２８－７〒814-0171

北﨑　高志111629

TEL 092-565-1117

川野建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区柏原７－８０５－６〒811-1353

川野　正111630

TEL 092-409-9977

（株）ライト 3,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市東区筥松１－８－３〒812-0061

加峰　明111631

TEL 092-661-6600

（株）飛髙舎 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市東区香椎駅前１－１０－１ブルームピア香椎２０６〒813-0013

飛髙　規史111632

TEL 092-603-0870

セイシン（株） 5,000 －4001有法

大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区大岳４－３７９〒811-0322

田原　新吾111633

TEL 0942-27-7755

恵エステート（株） 1,000 －4002無法

水１
福岡県久留米市善導寺町飯田３８０－５〒839-0824

太田　芳恵111634

TEL 0944-85-8824

（株）テンシン 1,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県柳川市大和町中島６１０〒839-0254

髙田　国稔111635



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-76-0317

古賀電工（合） 5,000 －4003無法

電１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾９００－１〒839-0253

古賀　政彦111636

TEL 0948-28-5565

（株）伸栄住建 5,000 －4010有法

建１電１
福岡県飯塚市相田１０１－２０〒820-0052

保坂　眞一111637

TEL 0946-42-0303

三原工芸 －4006無個

塗１
福岡県朝倉郡筑前町篠隈５５０－３〒838-0215

三原　勝也111638

TEL 092-927-1051

黒木工務店 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市岡田２－１２－３〒818-0013

黒木　良111639

TEL 092-573-9151

（株）プロニーズ 3,000 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県春日市須玖南３－１７６－１０２〒816-0863

黒木　大輔111640

TEL 0949-32-8066

（株）ＧＵテクノス 5,000 －4004無法

管１機１
福岡県宮若市宮田１１８－１１〒823-0011

大森　健司111641

TEL 092-924-8432

（株）ハタヤマ内装表具 5,000 －4011無法

内１
福岡県筑紫野市大字牛島３６９－５〒818-0014

畑山　洋文111642

TEL 093-691-6091

山田商店 －4008有個

と１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸１７８４－５〒807-0851

山田　健治111643

TEL 093-555-1323

ＴＡＫＥＤＡ電設（株） 300 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区泉台２－２２－４〒803-0842

武田　哲也111644

TEL 093-647-3348

なぎら工務店 －4008無個

建１大１
福岡県北九州市小倉北区片野２－６－１〒802-0064

柳楽　鉄也111645

TEL 093-964-3555

矢野工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区企救丘５－１８－２０〒802-0981

矢野　賀市111646

TEL 093-662-5178

（株）西日本改修開発 3,400 －4008有法

土１建１と１舗１解１
福岡県北九州市八幡東区春の町４丁目５番１５号〒805-0050

中野　尚人111647

TEL 092-554-2553

（株）リ・プレジール 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区大橋４－５－５－１Ｆ〒815-0033

山田　龍憲111648



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1357頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-836-8217
ｕｂ
（株）Ｃｉｖｉｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒ　Ｃｌ 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市城南区東油山４－１１－７〒814-0155

城戸　桂子111649

TEL 092-937-2235

（有）ウッドペッカー 3,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１３８－２〒811-2112

高木　智徳111650

TEL 092-866-2877

トミ・テック －4001無個

左１防１
福岡県福岡市城南区田島５－１０－２－１〒814-0113

富浦　良夫111651

TEL 092-692-6405

（株）九州住親テクノス 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡志免町別府４－１－１〒811-2205

山下　慎二111652

TEL 092-406-7365

（株）ツーライズ 7,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市中央区平和５－９－２１〒810-0016

松元　正人111653

TEL 092-981-3059

大明電設 －4001無個

電１
福岡県福岡市南区柏原１－１－３５－５０１〒811-1353

源田　繁111654

TEL 0948-28-0425

（株）フクハン 9,999 －4010無法

土１と１舗１解１
福岡県飯塚市髙田１２１４〒820-0079

今村　大志郎111655

TEL 0948-80-6133

（株）エフテクノ 1,000 －4010有法

と１
福岡県飯塚市川津９５－４１〒820-0067

中島　康博111656

TEL 0948-42-2744

（株）松野 1,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉麻市山野２３７３－１０７〒820-0202

松野　諒太111657

TEL 0942-72-3866

（株）安まる 1,000 －4002無法

塗１
福岡県小郡市大板井２１０５－１〒838-0142

安丸　靖典111658

TEL 0942-41-0125

Ｓｉｇｎｓキューブ －4002無個

鋼１
福岡県久留米市太郎原町１４６２－１〒839-0821

福田　学111659

TEL 0943-72-3797

渡邊建築設計 －4002有個

建１
福岡県久留米市田主丸町船越３０－１〒839-1205

渡邊　勝彦111660

TEL 092-332-5945

山宗スプレー工装 －4001無個

塗１
福岡県糸島市二丈田中４５０－４〒819-1615

山崎　伍晃111664



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-937-3204

福伸工業（株） 5,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡志免町別府４－１－１０－２０１〒811-2205

川谷　和也111665

TEL 092-771-3955

（株）西中洲樋口建設 88,000 －4001有法

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
福岡県福岡市中央区西中洲１２－１３〒810-0002

樋口　征男111666

TEL 092-692-2414

旭プロテックス（株） 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋４１１番３〒811-2308

森　仁志111667

TEL 0942-62-3657

（株）今泉設備 5,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市城島町浮島７８６－３〒830-0221

今泉　浩二111668

TEL 0942-42-4325

ＯＧＡＴＡ住宅基盤（株） 9,000 －4002有法

と１
福岡県久留米市城島町楢津１１３４－１〒830-0211

緒方　克英111669

TEL 0944-85-8327

トヨタ設備（株） 5,000 －4003有法

土１電１管１水１
福岡県大川市大字酒見２７９－１－１０２〒831-0016

豊田　寛111670

TEL 092-518-8878

ケイズテック（株） 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市博多区昭南町１－１－１８〒812-0876

金堂　一成111671

TEL 0943-42-3830

井手工務店 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町木屋８８２４－１〒834-1204

井手　靖111672

TEL 092-575-5831

（株）Ｔｏｓｈｉｎ　ｔｅｃ 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区五十川２－１４－１５－３０３〒815-0001

百田　洋一111673

TEL 093-582-0044

大元工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区熊谷４－７－７〒803-0864

大元　昭治111674

TEL 093-701-5303

（株）イワサキテック 5,000 －4008無法

と１塗１
福岡県中間市通谷２－５－１８〒809-0018

岩﨑　潤太郎111675

TEL 093-776-6418

光産業 －4008無個

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区浅川台３－１９－１〒807-0875

中光　俊行111676

TEL 0940-62-6324

宗電舎 －4008無個

電１
福岡県宗像市自由ヶ丘７－１５－２〒811-4163

塩川　義典111677



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1359頁

福岡県
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TEL 093-647-5550

（有）Ｋ－１サービス 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町２－１５－１６〒802-0979

立花　滋111678

TEL 093-231-7529

（株）ギャランワークス 1,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市戸畑区一枝２－８－３６〒804-0021

森下　偉史111679

TEL 093-931-7875

園田工事 －4008無個

と１管１
福岡県北九州市小倉南区八幡町２７－１６〒802-0805

園田　光弘111680

TEL 0948-43-8482

進栄設備 －4010無個

管１
福岡県飯塚市上三緒４２０－２〒820-0013

長岡　竜次111681

TEL 092-558-4405

（株）Ｏ．Ｋ．Ｓ 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区竹丘町１－１－１１－３０４〒812-0878

日高　修111682

TEL 0944-53-8059

中島鉄筋工業 －4003無個

筋１
福岡県大牟田市三里町３－８－１６〒836-0076

中島　康喜111683

TEL 092-834-5712

（株）石橋内装 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区片江１－７－４〒814-0142

石橋　直哉111684

TEL 092-932-2078

立石工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡宇美町宇美東３－１－２０〒811-2125

立石　稔111685

TEL 092-935-3672

（有）志免衛生工業 33,000 －4001有法

電１管１
福岡県糟屋郡志免町王子１－５－１〒811-2209

小峰　諄彦111686

TEL 0943-37-0062

電’ ｓ　タカヤマ －4007有個

電１管１
福岡県八女市立花町谷川１０９９－２〒834-0074

高山　雅明111687

TEL 092-593-1975

Ｋ’ ｓメタルプランニング（株） 1,000 －4011無法

内１
福岡県春日市白水ヶ丘３－３５〒816-0845

國分　重臣111688

TEL 092-584-2315

（株）Ｅ・プラスト 5,000 －4011無法

左１
福岡県春日市惣利４－８８〒816-0813

江藤　英喜111689

TEL 092-565-3493

（株）マナプラン 2,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市南区老司三丁目１６－１－２号室〒811-1346

中村　賢治111690
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TEL 092-611-1131

大邦通信（株） 1,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市東区原田１－４４－１〒812-0063

有馬　大晴111691

TEL 092-963-0581

イースリースタイル（株） 1,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２２９２－３８〒811-0102

福間　健一郎111692

TEL 092-410-6864

坂本電設 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区青葉５丁目１２－１６〒813-0025

坂本　英規111693

TEL 093-474-5007

（株）Ｔ－ＳＴＡＲＴ 1,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区沼南町２－１２－６〒800-0205

大久保　雅士111695

TEL 093-961-8882

国生シーリング －4008無個

防１
福岡県北九州市小倉南区蒲生４－１１－１〒802-0978

国生　重孝111697

TEL 0940-36-9839

（株）ＳＨＩＮシステムクリエイト 1,000 －4008無法

管１
福岡県宗像市稲元１－１０－２４〒811-3406

渡部　愼一111698

TEL 093-616-0702

ゴトウ産業（株） 1,000 －4008無法

と１絶１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西１－７－９〒807-1145

後藤　剛111699

TEL 093-244-6764

むとう建築 －4008無個

建１大１
福岡県中間市通谷２－３４－５〒809-0018

武藤　英津朗111700

TEL 093-982-3627

（株）やえす 10,000 －4008無法

土１建１と１石１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－３－２〒802-0821

肘井　一之111701

TEL 093-287-8591

（株）竹元工業 30,000 －4008無法

解１
福岡県北九州市戸畑区天神２－４－１４〒804-0094

竹元　義昭111702

TEL 093-692-5299

九州ジネス（株） 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市八幡西区下上津役４－２６－１２〒807-0075

中島　禎夫111703

TEL 0940-32-3084

（株）ふじ建設 5,000 －4008無法

建１
福岡県宗像市赤間駅前２－７－５〒811-4185

渡部　國雄111704

TEL 093-964-7721

大照工業（株） 1,500 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉南区上石田２－１５－１〒802-0833

福山　勇111705
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TEL 0948-31-0500

（株）ケイ・トラスト 10,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市仁保８－５１〒820-0115

豊田　茂雄111706

TEL 0948-25-1105

内田総業 －4010無個

大１
福岡県飯塚市太郎丸１０９９－３〒820-0076

内田　秀樹111707

TEL 0930-55-2090

シティプラン －4005無個

土１と１舗１水１解１
福岡県行橋市大字寺畔２０４〒824-0042

石本　義彦111708

TEL 0930-25-2508

（株）オカザキ産業 5,000 －4005無法

土１左１
福岡県行橋市南泉３－２１－２１〒824-0036

岡﨑　時正111709

TEL 0942-26-3811

（株）徳田建設 5,000 －4002無法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市大善寺町宮本１９－１１〒830-0073

徳田　雅海111710

TEL 0947-85-0184

サトウ技建 －4009無個

建１
福岡県田川郡添田町大字落合４１０９－２〒824-0722

佐藤　利明111712

TEL 092-623-0363

（株）ケーディーケー 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区吉塚４－２－３９－１〒812-0041

清水　将人111713

TEL 092-834-5599

（株）ガンマプロジェクト 3,000 －4001無法

土１建１大１左１と１屋１電１筋１舗１し１板１塗１内１絶１具１水１
福岡県福岡市城南区樋井川６－２７－６０〒814-0153

岩間　誠111714

TEL 092-776-0029

古賀鉄筋 －4001無個

筋１
福岡県福岡市早良区次郎丸４－４－６－１０７〒814-0165

古賀　好文111715

TEL 092-609-9947

小川電気 －4001無個

電１解１
福岡県福岡市東区大字志賀島１２９８－１６９〒811-0323

小川　愼太郎111716

TEL 092-934-0711

Ｄｆｐ －4001無個

塗１
福岡県糟屋郡宇美町原田２－１０－１〒811-2132

堂園　裕志111718

TEL 092-213-2445

（株）押川技建 5,000 －4001無法

屋１タ１
福岡県福岡市南区桧原１－３８－２８〒811-1355

押川　英雄111720

TEL 092-776-2401

（株）翔建築舎 3,000 －4001無法

建１大１と１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石６８－１７６〒811-2221

阪井　俊雄111721



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1362頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-672-2258

小野造園 －4001無個

園１
福岡県福岡市東区松崎３－１６－３－４５０１〒813-0035

小野　進111722

TEL 092-822-1546

（株）章創 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区原３－１０－２１〒814-0022

牧野　雅章111723

TEL 0942-27-6125

（株）アラサキ 5,000 －4002無法

電１
福岡県小郡市干潟２１１８－１０〒838-0112

岡部　幸良111724

TEL 0942-26-3901

（株）執行組 10,000 －4002無法

土１と１舗１水１解１
福岡県久留米市荒木町下荒木９０７－３〒830-0066

執行　健次111725

TEL 093-436-0124

丸屋商事（株） 40,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県京都郡苅田町長浜町１７－２〒800-0311

石田　慶三郎111726

TEL 0948-52-6355

（株）ＤＡＩＳＥＩ 15,000 －4010無法

土１建１管１
福岡県飯塚市川津４４７－３〒820-0067

毛利　健太111727

TEL 0940-52-1550

（株）七星 3,000 －4008無法

管１
福岡県福津市津屋崎５－２１－２〒811-3304

花田　展行111728

TEL 092-885-5015

（株）五栄建設 500 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区橋本１－１５７４－２〒819-0031

緒方　孝吏111730

TEL 092-847-4555

（株）ガイヤ 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市早良区南庄４－１３－１７－３０６〒814-0031

福井　俊一111731

TEL 0942-27-6819

（株）島建総 3,000 －4007無法

土１と１管１通１
福岡県筑後市大字西牟田３３５５－３〒833-0053

島　優輝111732

TEL 092-408-1141

　井創業（株） 3,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市大字山口３１４１〒818-0046

　井　亮111733

TEL 092-513-0235

（株）ＴＩＥＳ 5,000 －4011無法

土１と１内１園１
福岡県大野城市大城５－２１－２１〒816-0911

山口　耕平111734

TEL 093-952-0002

（株）福岡ホーム 60,050 －4008有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県北九州市小倉北区吉野町１０－３０〒802-0085

井上　忠彦111735
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TEL 0947-23-2480

田口工業（株） 500 －4009無法

と１
福岡県田川郡川崎町大字池尻３８６－５〒827-0002

田口　康一111736

TEL 0946-23-2310

（株）ハウスサポート 5,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉市持丸７８１－１〒838-0015

髙﨑　孝平111737

TEL 080-6424-1777

太志建設（株） 8,000 －4004有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字感田１５０３－４〒822-0001

大原　奈々111738

TEL 0949-28-1480

（株）ＡＺＮＯＷＡ 5,000 －4004無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１塗１水１解１
福岡県直方市大字下新入７３２－５〒822-0032

井尻　義勝111739

TEL 0949-42-7119

（株）ＭＡＴＳＵＯ． 3,000 －4004無法

建１
福岡県鞍手郡鞍手町大字永谷２０１－１〒807-1304

松尾　芳則111740

TEL 092-731-0830

（有）Ａ．Ｉ．Ｒデザイン研究所 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区大名２－２－４１サンライフ大名２１０〒810-0041

布施　克二郎111742

TEL 0942-48-3382

（株）渕上技工 1,000 －4002無法

防１
福岡県久留米市藤山町１７９７－１１〒830-0053

渕上　康徳111743

TEL 0942-45-3697

（有）善企画 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市高良内町７２７〒839-0952

大久保　安善111744

TEL 093-980-1127

（株）ＪＡＰＡＮＬｉｎｅ 3,000 －4008無法

土１管１解１
福岡県北九州市八幡西区若葉３－２０－３２〒806-0066

髙園　武憲111746

TEL 093-923-8308

（株）清和 3,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉北区妙見町９－４－１〒802-0041

鈴木　清司111747

TEL 0942-65-7363

森山工務店 －4007無個

建１大１
福岡県筑後市大字前津１５７９－３〒833-0002

森山　友和111748

TEL 092-593-2500

（株）創和 5,000 －4001有法

と１解１
福岡県福岡市博多区銀天町３－３－１２〒812-0879

浦田　慎也111749

TEL 092-555-6753

Ｋ’ ｓネクスト（株） 10,000 －4011無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県那珂川市下梶原１－４－１０（第５タカキハイツＣ２０１号）〒811-1222

吉海　英司111750
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TEL 092-707-8317

大源装 －4011無個

塗１
福岡県大野城市大池１－１４－３４－５０１〒816-0904

堀川　源太111751

TEL 092-588-6137

ゆひ建設（合） 5,000 －4011無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県春日市光町１－４９－４〒816-0806

由肥　啓二111752

TEL 092-407-6609

（株）秋吉住設 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区千隈３－１－２〒814-0163

秋吉　啓一郎111753

TEL 092-710-8898

（株）Ｊ．ＧＲＯＵＮＤ 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区三苫６－１４２６－１〒811-0201

津覇　実俊111754

TEL 092-504-5150

（株）カンダイ 3,000 －4001無法

管１通１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２９－７－１〒812-0863

井手　雅裕111755

TEL 092-937-4157

（株）ＲＹＵ－ＫＯＵ 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市中央区地行１－１５－６〒810-0064

田邉　竜太111756

TEL 093-601-0495

（株）古賀造園 5,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市八幡西区御開３－１－５〒807-0806

古賀　正昭111757

TEL 093-631-7772

（株）田中電装 3,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区樋口町７－３０〒806-0048

田中　清孝111758

TEL 093-482-2503

（株）衛藤工務店 5,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県北九州市小倉北区赤坂５－５－５２〒802-0032

衛藤　綱彦111759

TEL 0944-73-2413

ＲＹＵ工房 －4003無個

建１大１
福岡県柳川市筑紫町３０５－１〒832-0077

龍　哲哉111761

TEL 0944-73-4027

浦設備工業 －4003無個

管１
福岡県柳川市立石５３５－１〒832-0003

浦　大剛111762

TEL 0930-24-4111

塚田工業（株） 5,000 －4005無法

土１建１と１舗１水１
福岡県行橋市南泉７－２７－１８〒824-0036

塚田　博樹111763

TEL 0930-23-1696

（有）大塚商事 5,000 －4005無法

土１建１タ１
福岡県行橋市大字中津熊２９５－３〒824-0063

大塚　政司111764



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1365頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-555-6075

（株）ネクストイノベーション 5,000 －4011無法

電１通１
福岡県太宰府市水城１－２１－２４〒818-0131

水上　晃宏111765

TEL 092-504-8632

（株）アイエスエンジニア 500 －4011無法

電１
福岡県大野城市大城４－１０－１１〒816-0911

今岡　俊夫111766

TEL 092-953-6528

山口鉄工所 －4011無個

建１鋼１
福岡県那珂川市大字成竹９０８－１〒811-1235

山口　裕111767

TEL 092-865-3401

牧山組 －4001無個

大１
福岡県福岡市早良区田隈３－１０－１３〒814-0174

牧山　栄二111770

TEL 092-806-2697

山野工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市西区今宿青木３８４－３〒819-0162

山野　政己111771

TEL 092-558-3827

（株）後藤建設 3,000 －4001無法

土１舗１解１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２－５〒812-0863

後藤　友彰111772

TEL 0949-26-7394

Ｈｏｐｅ －4004無個

左１
福岡県直方市大字感田２８３７－２〒822-0001

森山　慶一111773

TEL 0949-32-4295

田畑建工 －4004無個

建１
福岡県宮若市磯光１８２７－３１６〒823-0004

田畑　廣美111774

TEL 0949-52-3136

（株）吉﨑産業 100 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県宮若市竹原２４６－１〒822-0142

吉﨑　利文111775

TEL 0943-22-8252

（有）德光建設 5,000 －4007有法

土１と１
福岡県八女市吉田１８４０－１〒834-0006

橋爪　德光111776

TEL 093-341-2355

（株）悠企画 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区大字大積２７６－１〒801-0811

竹内　唯111777

TEL 093-561-1590

（株）アンドアーク 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区下到津４－９－２７〒803-0846

大　　勝彦111778

TEL 092-516-9272

（株）ケイエスネクスト 5,000 －4001無法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市西区今津２３９４－１〒819-0165

清水　真由美111780



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-292-6304

（株）ＳＫコーポレーション 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区箱崎２－２４－８北原箱崎ビル１階〒812-0053

藤嶋　祥也111781

TEL 093-921-7893

（株）Ｋ－アシスト 3,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉北区片野５－２－１８－１０３〒802-0064

中西　秀臣111782

TEL 0944-73-1120

（株）ケイティホーム 5,000 －4003有法

建１
福岡県柳川市三橋町今古賀１２－１江口第一ビル１Ｆ〒832-0823

津村　康介111783

TEL 093-982-4028

（有）ミツボシ 3,000 －4008無法

塗１
福岡県中間市大　町６－１５〒809-0026

古賀　祐喜111784

TEL 093-616-8900

（株）エムシー 1,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区若葉１－１１－１４〒806-0066

松尾　佳弘111785

TEL 093-293-5025

ＫＧ鉄筋 －4008無個

筋１
福岡県遠賀郡遠賀町田園３－３８－７〒811-4343

鹿毛　直樹111786

TEL 092-212-3333

（株）川原建装 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市南区花畑４－１１－６〒811-1356

川原　剛111787

TEL 092-433-0751

（株）暁美装 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区豊２－５－１４〒812-0042

永石　英二111788

TEL 092-581-6451

（合）田村建装 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区光丘町３－２－１６〒812-0874

田村　紀景111789

TEL 092-403-3663

（株）ＧＯＮＺＯ 1,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市仲４－４－１４〒811-1253

安本　剛111790

TEL 0946-42-2355

調舗装工業 －4006無個

土１舗１
福岡県朝倉郡筑前町二２５５－２〒838-0228

調　敏博111792

TEL 0946-52-3636

朝倉農材（株） 10,000 －4006有法

鋼１
福岡県朝倉市大庭３１６０－１〒838-1316

山下　倫生111793

TEL 0946-24-3177

（株）トラステック企画 5,000 －4006無法

内１
福岡県朝倉市甘木１４４９〒838-0068

平田　翔晤111794
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 0949-52-7259

（株）ミノテック 10,000 －4004無法

機１
福岡県直方市大字上新入１６７２－４〒822-0033

高木　稔111795

TEL 0940-43-5264

（合）Ｗｏｒｌｄ　Ａｃｔ　Ｊａｐａｎ 500 －4008無法

と１
福岡県福津市手光１８００－２〒811-3224

北原　常人111796

TEL 093-777-2670

（株）シンテクノ 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－７－１３〒804-0031

秋田　和弘111797

TEL 092-504-7280

（株）ＴＯＰアシスト 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区蒲田２－２０－１５〒812-0861

友巻　忠志111798

TEL 092-735-3939

（株）ヒューマンハーバー 59,500 －4001有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市中央区渡辺通１－９－３〒810-0004

副島　勲111800

TEL 050-1240-7956

タカクラ仮設 －4001無個

と１
福岡県糟屋郡須恵町上須惠１０００－１０〒811-2114

高倉　明111801

TEL 092-551-1230

（株）メタルシステム九州 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区三宅２－２５－１２〒811-1344

　﨑　潤111802

TEL 092-836-8071

エスコート（株） 1,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区堤２－６－２７〒814-0151

米村　祐太111803

TEL 092-405-0608

宮嵜たたみ店 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区和白２－１０－６〒811-0202

宮﨑　武博111804

TEL 092-519-0990

（株）元産工 50 －4001有法

と１
福岡県糟屋郡粕屋町若宮２－２２－１２〒811-2314

岩丸　元克111805

TEL 0942-38-1115

本荘建設（株） 5,000 －4002無法

土１建１と１解１
福岡県久留米市諏訪野町２５２９－１〒830-0037

本荘　幸生111806

TEL 0942-77-3233

（株）イサヤマ 5,000 －4002無法

建１鋼１
福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋１１３８－１〒830-1225

諌山　靖雄111807

TEL 093-952-6038

将口設備工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸１－７－１８〒802-0061

将口　実111808
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福岡県
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TEL 092-516-9464

大出水組 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区柳河内２－５－３０－２１２〒815-0063

大出水　智111809

TEL 093-555-8139

（株）ＢＩＧＢＯＲＮ 10,000 －4008有法

解１
福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘１－１４－１５〒807-1264

宇喜多　美紀111810

TEL 092-517-3769

（株）オフィスフラットフォー 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区高木２－２４－２４〒815-0004

長　千恵美111811

TEL 092-410-6224

（株）九州シンドウ 10,000 －4001無法

板１内１具１
福岡県糟屋郡志免町南里７－３－７〒811-2207

内田　信也111812

TEL 0944-53-5174

中村機工（有） 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市大字勝立４４２－８〒836-0886

中村　理恵111814

TEL 093-642-7079

別所建設（株） 10,000 －4008無法

土１と１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区引野１－２－２０〒806-0067

梅村　秀夫111815

TEL 093-616-9212

（株）ＳＴＫ 2,500 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡東区西本町１－７－１０〒805-0061

関　寿朗111816

TEL 093-472-4150

（株）ヘッププロモーション 10,000 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉南区上曽根４－１－１６〒800-0223

山下　洋文111817

TEL 093-981-4764

（株）ＳＨＩＭＩＺＵ 10,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区菅原町２－３１－１０２〒806-0027

清水　寛夫111818

TEL 093-963-2373

（株）石那田技建 3,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市小倉南区八重洲町８－２５－４０２〒802-0831

石那田　誠111819

TEL 092-608-1337

津上商店 －4001無個

具１
福岡県福岡市東区塩浜１－１７－４０〒811-0203

津上　順次111820

TEL 092-553-6593

（株）馬場電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区和田３－１０－１２〒811-1343

馬場　節夫111821

TEL 092-936-5513

（株）総合電気 1,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡志免町別府西３－１－１８〒811-2232

大西　伸介111822
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TEL 0942-48-1115

（株）ディーエーケー 10,000 －4002有法

土１建１と１管１舗１し１塗１水１解１
福岡県久留米市津福本町４８１－３〒830-0047

大坪　常人111823

TEL 0944-88-9915

（株）成光 5,000 －4003無法

土１と１
福岡県みやま市瀬高町太神２２８７－１〒835-0013

田中　正晃111824

TEL 092-918-3200

（株）ティー・アシスト 2,000 －4011無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県太宰府市御笠２－５－３〒818-0110

伊藤　友和111825

TEL 092-953-1510

（株）Ｂ・Ｓエンジニアリング 5,000 －4011無法

土１と１
福岡県那珂川市五郎丸２－１３－１－１０２〒811-1252

石橋　稔111826

TEL 092-952-8895

（株）ＡＫ 5,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県那珂川市片縄東１－１８－２－４０３　オーヴィジョン那珂川アヴァンセ〒811-1204

阿比留　和彦111827

TEL 092-558-1125

ＷＥＳＴ　ＨＩＬＬ（株） 2,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市仲畑２－１４－３０〒816-0921

西岡　敏昭111828

TEL 093-616-7138

（株）チコシマユニフ 1,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区春日台１－２－１７〒807-0844

知古島　浩二111829

TEL 0940-72-6530

（株）昇陽 1,000 －4008無法

と１
福岡県福津市東福間１－４－１１－１０１〒811-3225

中村　陽平111830

TEL 092-406-6877

晴る家こうむ店 －4001無個

建１大１屋１内１
福岡県福岡市中央区荒戸２－１－８－２０１〒810-0062

石崎　真美111832

TEL 092-834-3303

鑑工業（株） 5,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１解１
福岡県福岡市西区野方５－１７－１０〒819-0043

西田　敦男111833

TEL 092-822-8745

（株）ニッソウ 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区西新１－３－８〒814-0002

曽我部　務111834

TEL 092-402-1886

（株）エース 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区博多駅南６－１０－２５〒812-0016

雷　興111835

TEL 093-617-9190

（株）大黒組 1,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西３－１５－２２〒807-1145

大田　信仁111836
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TEL 093-777-8962

五德建設（株） 5,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区田町１－１０－２８〒806-0003

櫻井　徳久111837

TEL 093-883-1188

野田サッシ －4008無個

板１具１
福岡県北九州市戸畑区小芝２－８－３１〒804-0092

野田　浩史111838

TEL 092-771-5501

ＤＭクリエイト（株） 45,000 －4001有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県福岡市中央区大名２－９－３４〒810-0041

森　弘晴111839

TEL 092-408-2000

（株）イチキ 35,000 －4001有法

土１と１鋼１し１解１
福岡県福岡市南区長住６－１１－３５〒811-1362

一木　靖賢111840

TEL 092-846-6470

泉内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区原４－３－３－４０７〒814-0022

泉　秀幸111841

TEL 0947-42-4305

（株）トリマル工業 3,000 －4009無法

土１建１と１石１舗１水１解１
福岡県田川市伊加利４０６－４〒825-0001

鳥丸　義信111842

TEL 0948-21-2541

（株）黒木工務店 5,000 －4010無法

左１タ１
福岡県飯塚市枝国５１１－４〒820-0081

黒木　慎司111844

TEL 0930-28-9229

（株）マイカＷ．Ｓ 5,000 －4005無法

管１
福岡県行橋市大字矢留８５０－６〒824-0037

鍋内　和敏111845

TEL 0944-76-1955

（株）小宮板金工業 5,000 －4003無法

板１
福岡県柳川市大和町皿垣開１５９１－５〒839-0261

小宮　由嗣111846

TEL 0944-85-7288

（株）フォーレストホーム 5,000 －4003無法

土１建１解１
福岡県大牟田市玉山町５８－１〒836-0845

林田　憲次111847

TEL 093-618-5575

（株）弘和 5,000 －4008有法

土１建１と１塗１防１解１
福岡県北九州市八幡西区楠北３－８－５－２〒807-1154

堀田　雅弘111848

TEL 093-482-7177

（株）甲斐田工業 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区松寿山３－８－１１〒807-0855

甲斐田　博孝111849

TEL 093-451-5856

あかり技建 －4008無個

管１消１
福岡県北九州市小倉南区長行西３－１８－１９〒803-0272

河野　紀章111850
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福岡県
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TEL 093-982-0364

（株）ダイユウ 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区蒲生３－３－１３〒802-0978

池田　大輔111851

TEL 092-471-1016

ＡＬＳＯＫ福岡（株） 20,000 －4001有法

通１消１
福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９サンライフ第３ビル〒812-0013

各務　政明111852

TEL 092-933-2058

木装ハーマス －4001無個

内１
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２－３－１７〒811-2128

濱洲　幸俊111853

TEL 092-822-7776

メンテックシステム（株） 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区別府６－４－１〒814-0104

若宮　智111854

TEL 0947-23-2231

テクニカルアクトコーポレーション（株） 1,000 －4009有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１３０２－２〒827-0003

藤川　卓也111855

TEL 0947-23-2243

荒川工務店 －4009無個

大１
福岡県田川市大字川宮１１５－４〒826-0042

荒川　勇人111856

TEL 0942-43-0588

（株）ツクリテ 10,000 －4002有法

鋼１
福岡県久留米市御井町４３９〒839-0851

松永　由紀子111857

TEL 092-408-6500

（株）山和金属工業 10,000 －4011有法

屋１板１具１
福岡県太宰府市高雄１－３６９４－１〒818-0122

久保　隆浩111858

TEL 093-961-0625

（株）小春建設工業 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区横代南町３－１３－１９〒802-0826

小清水　辰也111859

TEL 093-741-4747

（株）Ｎ．ネクサス 3,000 －4008無法

と１管１機１
福岡県北九州市若松区高須東２－１０－１２〒808-0144

野瀨　知秀111860

TEL 093-883-8819

磯本工業（株） 3,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区天神２－１１－７－５０５〒804-0094

磯本　一徳111861

TEL 093-701-5651

（株）マルデン 3,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎９３０－１〒811-4342

許斐　一平111863

TEL 092-566-0328

エムテック －4001無個

防１
福岡県福岡市南区老司５－２７－２０〒811-1346

村田　明111864
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 092-410-5924

（株）坂本冷暖房 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１５７５－１〒811-0101

坂本　久行111866

TEL 0944-22-4841

ファーカス（株） 5,000 －4002無法

電１管１
福岡県久留米市南４－９－２６〒830-0051

山下　玲生111867

TEL 0942-73-2354

今村長樹園 －4002無個

園１
福岡県小郡市井上７００－３７〒838-0114

今村　壽宰義111868

TEL 0930-23-3383

（株）ムラタ 6,000 －4005無法

土１と１舗１水１解１
福岡県京都郡苅田町新津１－７－１３〒800-0344

村田　半治111869

TEL 0948-83-5505

（株）Ｋ・Ｌ・Ｓ 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉麻市山野１２４５－１１〒820-0202

堀田　晃司111870

TEL 092-586-6588

（株）カキウチ 3,000 －4011有法

機１
福岡県大野城市御笠川５－３－４〒816-0912

垣内　克志111871

TEL 092-915-7700

センターフィールド（株） 1,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区諸岡１－１９－２７〒812-0894

中　　昌昭111872

TEL 092-941-5068

（株）エバンス 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県糟屋郡新宮町立花口２２９２番地２４〒811-0102

江口　麻理111873

TEL 092-918-2051

（株）松澤組 500 －4011無法

左１
福岡県筑紫野市二日市南３－１０－１－２０１〒818-0057

松澤　正人111874

TEL 0943-37-0553

河原設備 －4007無個

土１管１水１
福岡県八女市立花町兼松１４３５－１〒834-0082

河原　清文111875

TEL 0943-32-2555

川崎建設 －4007無個

大１
福岡県八女郡広川町大字久泉５１７－１〒834-0112

川崎　英士111876

TEL 093-871-4618

（株）忠健 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市戸畑区三六町２－１４〒804-0091

前田　幸治111877

TEL 093-967-9024

（株）クレスト・ホーム 20,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区高浜２－７－４１〒802-0021

中松　康人111878
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TEL 092-577-2509

（株）清和美建 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市西区大字金武７２７－３〒819-0035

荒木　清人111881

TEL 092-324-4038

（株）福心興業 5,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糸島市前原西４－１４－３４〒819-1117

福島　直人111883

TEL 092-985-8336

（株）モリ 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西３－７－３３〒811-2316

森　貴司111884

TEL 0949-26-4040

竜成開発 －4004無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県直方市大字上頓野１７９８－２３〒822-0003

岩本　竜二111885

TEL 093-691-2305

ヒロヱ工業（有） 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区泉ケ浦３－５－７〒807-0854

廣川　瑞絵111886

TEL 093-932-5231

（有）オンワーク 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町１－１－２－２Ｆ〒800-0256

森下　勝実111887

TEL 0943-24-4136

（株）フェアロード 50,000 －4007有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県八女市今福６２０－１〒834-0061

小川　幸一111888

TEL 093-883-7700

エヌ・テック（株） 2,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市八幡西区町上津役東２－６－１２〒807-0073

並松　宏明111889

TEL 0944-78-3000

田島住建 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町栄４２３〒839-0252

田島　勇次111890

TEL 0944-73-1125

古賀電工社 －4003無個

電１
福岡県柳川市西蒲池１０２５－１〒832-0005

古賀　幸子111891

TEL 0942-48-1617

（株）ホームプランナーＴＭＣ 5,000 －4002無法

土１建１と１石１屋１鋼１内１水１
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷４６４０－１〒830-1211

水城　盛光111892

TEL 0942-33-6445

中村組（株） 1,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市大石町２１－２〒830-0049

中村　真一111894

TEL 092-926-5898

大塚工務店 －4011無個

建１
福岡県筑紫野市大字山家４３７６〒818-0003

大塚　博実111895
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福岡県
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TEL 092-980-4010

持田工業（株） 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市早良区内野３－５－６〒811-1123

持田　浩孝111896

TEL 092-791-4434

（株）アース 10,000 －4001無法

土１建１管１
福岡県福岡市中央区薬院３－１６－２７－６Ｆ〒810-0022

藤﨑　昭111897

TEL 092-586-7654

（株）リブラッシュ 3,050 －4011有法

内１
福岡県大野城市中３－１－５４〒816-0906

荒巻　誠111899

TEL 092-925-4420

（有）ナカ・デザイン 3,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市水城１－２３－２８〒818-0131

園田　純111900

TEL 093-921-9430

（株）フクテック 5,000 －4008無法

建１大１屋１管１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区熊本３－２－１４〒802-0044

福本　弘孝111901

TEL 093-961-6323

（株）タカハシ 500 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区徳力５－１２－１－５０２〒802-0974

高橋　健浩111902

TEL 0944-86-2721

酒見型枠工業 －4003無個

大１
福岡県大川市大字小保１５６－２１〒831-0041

酒見　康隆111903

TEL 0942-26-2587

遠矢企画 －4002無個

内１
福岡県久留米市荒木町下荒木９３０－４〒830-0066

遠矢　勇一111904

TEL 0946-23-8703

（株）朝筑道路 1,500 －4006無法

舗１
福岡県朝倉市大庭５３９０－３５〒838-1316

三善　隆史111905

TEL 092-558-7673

（株）隆一建装 5,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市中央１－１１－１１－６０３〒816-0942

一松　勇樹111906

TEL 092-517-9322

（株）秀麗 1,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市片縄東１－１１－１－１〒811-1204

山田　しのぶ111907

TEL 092-566-1502

（有）ウイング 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区柏原４－４３－１１〒811-1353

草原　翼111908

TEL 092-891-0135

（株）サンエー技建 2,000 －4001無法

土１建１と１鋼１
福岡県福岡市西区野方６丁目１２番１８号〒819-0043

山根　進111909
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TEL 092-936-1710

（株）山口断熱 1,000 －4001無法

絶１
福岡県糟屋郡志免町桜丘１－５－１０〒811-2201

山口　忠興111910

TEL 092-874-9530

（株）岡硝子 3,000 －4001無法

ガ１
福岡県福岡市早良区干隈４－１２－１３〒814-0163

岡澤　貞二111911

TEL 092-408-1395

（株）髙田総建 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区鶴田３－６－２９〒811-1352

髙田　英明111912

TEL 093-553-1201

今村組 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２９７５－１〒807-0801

今村　政人111913

TEL 093-777-6095

盛田工業（株） 5,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字島津５２２〒811-4301

盛田　総平111914

TEL 093-981-3495

（株）竹元建塗 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市戸畑区東大谷３－１０－１１〒804-0031

竹元　優111915

TEL 093-742-5222

（株）玉城建設 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市若松区高須西２－８－２２〒808-0146

玉城　浩信111916

TEL 093-383-5050

ＮＡＶＡ（株） 5,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉南区横代南町３－６－１５〒802-0826

渡邊　辰夫111917

TEL 092-985-8103

（株）ＳＫＹ 5,000 －4011無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県那珂川市片縄東１－１１－１１〒811-1204

上野　友利絵111918

TEL 093-483-3980

（株）フォレスト舎 9,000 －4008有法

土１建１大１と１石１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県北九州市門司区吉志４－４－１０〒800-0114

田山　達郎111920

TEL 0940-72-4729

（株）　原組 3,000 －4008無法

と１
福岡県福津市内殿９９７〒811-3205

　原　理也111921

TEL 0940-51-2016

家ノ音プランニング －4008無個

建１
福岡県福津市若木台６－２０－２〒811-3221

松尾　千加絵111922

TEL 093-645-2082

（株）ＹＵＳＨＯ 1,000 －4008無法

土１と１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区割子川２－１６－１０－２０３〒806-0064

白川　宏史111923
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TEL 092-503-1088

（株）サン・ビルド 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区東月隈４－２－１１〒811-2221

馬場　隆111924

TEL 092-938-8644

Ｔ．Ｄ．Ｅ －4001無個

タ１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋３０８－１－１０３〒811-2308

山根　秀文111925

TEL 092-519-0962

協進設備工業 －4001無個

電１管１
福岡県福岡市南区長丘２－２４－３－２０１〒815-0075

柴田　八郎111926

TEL 092-558-5481

システムプラス（株） 5,000 －4001無法

建１電１
福岡県糟屋郡志免町志免４－１４－３－１０７〒811-2202

郡　優二111927

TEL 0979-64-6481

誠真工業 －4005無個

建１鋼１
福岡県築上郡上毛町上唐原１１８１－１１〒871-0924

五郎丸　誠111928

TEL 0942-48-2281

竹下電気工事店 －4002無個

電１
福岡県久留米市安武町安武本７０２－２〒830-0072

竹下　正二111929

TEL 0944-51-6475

マエジマ －4003有個

土１と１
福岡県大牟田市龍湖瀬９－５６〒836-0814

前嶋　勇輔111930

TEL 0948-43-9606

茂呂田建装 －4010無個

内１
福岡県飯塚市鯰田１５２６－１０７〒820-0001

茂呂田　淳伺111931

TEL 0948-24-1332

（株）飯塚塗装工業 5,000 －4010無法

土１と１塗１防１内１解１
福岡県飯塚市菰田西３－１２－９〒820-0017

金城　陽介111932

TEL 0943-55-1088

（株）メイコウ 5,000 －4007無法

建１大１屋１電１管１タ１内１
福岡県八女市緒玉２７９－１〒834-0041

川原　啓佑111933

TEL 092-982-0247

（株）アースライン 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区那珂１－３－３７〒812-0893

松永　武111934

TEL 093-863-8889

（株）船越工務店 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅南３－２２－６〒811-4238

船越　和太利111936

TEL 093-883-3313

ビックス（株） 21,000 －4008有法

塗１
福岡県北九州市戸畑区中原東３－７－２３〒804-0012

山本　剛史111937
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TEL 092-552-3314

（株）西南 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区和田１丁目２１番２０号〒811-1343

原田　隆司111938

TEL 092-986-0763

（株）ワイズサイン 9,990 －4001有法

と１
福岡県福岡市中央区渡辺通５－２５－１５〒810-0004

栁　義仁111939

TEL 092-558-7290

（株）光洋工建 300 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県春日市天神山６－１３１〒816-0855

吉海　良郎111940

TEL 092-576-9505

（合）ソイルワン 1,000 －4011有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県春日市下白水北２－４３〒816-0854

坂本　英伸111941

TEL 093-571-0481

九州ベアリング（株） 50,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区篠崎３－７－１８〒803-0861

田中　義彦111942

TEL 093-482-6633

（株）よしなが企画 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区則松７－２２－１〒807-0831

吉永　健一111943

TEL 0947-49-0007

（株）城創 3,000 －4010有法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県飯塚市勢田３８０－５〒820-1111

城本　潤111944

TEL 0948-23-1746

竹谷工業 －4010無個

機１
福岡県飯塚市目尾８９〒820-0062

竹谷　重雄111945

TEL 0942-27-1558

（株）サングラウンドハウス 5,000 －4007無法

建１
福岡県八女郡広川町大字藤田１３８０－１０〒834-0123

石橋　清久111946

TEL 0947-28-6081

九建工業 －4009無個

土１
福岡県田川郡福智町上野１１０〒822-1102

川端　茂伸111948

TEL 092-632-0557

（株）秦工業 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市博多区東公園４－７〒812-0045

秦　英夫111949

TEL 092-933-7585

（有）光進 3,000 －4001有法

電１機１
福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘１－１８－１１〒811-2106

村上　弘太郎111950

TEL 092-874-9339

九進鋼電 －4001無個

具１
福岡県福岡市早良区田隈３－５６－１５〒814-0174

進藤　崇志111951
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TEL 092-515-4977

（株）永研 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区千代５－１１－４３〒812-0044

柳田　正111952

TEL 093-372-5125

日港建設（有） 3,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市門司区東新町２－２－２９〒800-0055

宮脇　知祈111953

TEL 093-751-5344

誇春工業（株） 5,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区白山２－１０－２８－１０５〒808-0035

日髙　廣二郎111954

TEL 093-617-6569

（株）坂本電設 2,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区石坂２－６－６〒807-1121

坂本　一馬111955

TEL 093-482-6827

（株）香月フロア 5,000 －4008無法

建１と１内１
福岡県北九州市八幡西区引野３－３－３〒806-0067

香月　康孝111956

TEL 093-967-1667

（株）インテリアＭＫＲ 2,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区神幸町４－１９〒802-0038

宮本　三樹郎111957

TEL 093-555-2563

（有）インテリアピア 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区下貫２－２－３０－１〒800-0236

梶原　忠史111958

TEL 092-292-3720

日本創研（株） 80,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区吉塚４－９－２２〒812-0041

長野　真也111959

TEL 092-519-1800

（株）ユニオン 5,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市東区香椎照葉４－２－２－３１２〒813-0017

山本　禎111961

TEL 092-477-5292

トラストホームエナジー（株） 15,010 －4001有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－２１－８〒812-0016

渡邉　靖司111962

TEL 0942-37-2108

藤堂電気工事 －4002無個

電１
福岡県久留米市合川町２１５０－２〒839-0861

藤堂　穣111963

TEL 093-341-8189

エコライフ星（株） 25,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市門司区春日町２５－１〒801-0823

宮本　枝子111964

TEL 093-980-4662

Ｔ．Ｆ．Ｏ．Ｐ（合） 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区赤坂４－４－５〒802-0032

坂本　隆晴111965
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TEL 093-602-6955

（株）ミツエイ 10 －4008無法

と１塗１防１解１
福岡県北九州市八幡西区松寿山２－５－３〒807-0855

光野　祐一111966

TEL 093-932-5031

（株）光彩 10,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区三萩野１－１－８プリンセス三萩野６階Ｂ〒802-0065

槇　秀教111967

TEL 093-617-9412

（株）黒上工業 5,000 －4008無法

と１絶１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－１８－１４－４０５号〒807-1261

黒上　勝宏111968

TEL 093-591-8886

ワンズ・クレスト（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区今町２－２０－１１〒803-0862

和田　文雄111969

TEL 093-281-3311

（株）シノショウ 8,000 －4008無法

と１鋼１解１
福岡県遠賀郡岡垣町大字内浦２２５〒811-4203

篠本　英主111970

TEL 093-287-5079

（株）パロスバーデスエステート 500 －4008有法

土１建１解１
福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎１－１－１〒807-0803

野北　英之111971

TEL 093-980-3697

（株）エイシン 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市門司区小森江３－２－２８〒800-0007

西本　英樹111972

TEL 092-292-1985

（株）エルニード九州 6,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区豊１－３－１４佐藤ビルＡ－１〒812-0042

岡田　信彦111973

TEL 092-554-8700

（有）ユーハウス・イング 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区玉川町５－６〒815-0037

河村　信孝111974

TEL 092-892-1313

（株）福岡安全 5,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市西区内浜２－９－３〒819-0005

岸川　美和111976

TEL 0948-43-9667

（株）友成建設 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市楽市１３－４〒820-0074

唐下　友成111977

TEL 0944-32-8118

（株）九州パイリング 10,000 －4003無法

土１と１
福岡県柳川市古賀４７－３〒832-0082

松本　秀次郎111978

TEL 0944-56-2011

（株）三真産業建設 1,000 －4003無法

土１大１舗１し１ガ１塗１防１内１具１
福岡県大牟田市千代町４－２〒836-0035

林田　真奈美111979



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1380頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-65-3058

鶴建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町長田２７２４－１〒835-0007

鶴　昌典111980

TEL 0942-78-6789

梅崎ラッキング工業 －4002無個

絶１
福岡県久留米市北野町５２６ステラオブレオ２０２〒830-1116

梅崎　道義111981

TEL 0942-33-4914

真産業 －4002無個

土１と１管１舗１水１
福岡県久留米市野中町７２２－３〒839-0862

志原　秀雄111982

TEL 092-922-3513

エール電子工業（株） 15,000 －4011有法

電１
福岡県筑紫野市大字永岡４８４－１〒818-0066

緒方　純一111983

TEL 092-596-5044

（株）誠新建装 1,000 －4011無法

絶１
福岡県大野城市牛頸１－６－２〒816-0971

後藤　誠111984

TEL 092-580-8215

（株）ＳＣシステムズ 10,000 －4011有法

機１
福岡県大野城市御笠川２－１１－１１〒816-0912

本松　英治111985

TEL 092-558-0494

安藤工務店（株） 5,000 －4011無法

建１
福岡県大野城市乙金台２－１８－５〒816-0903

安藤　誠司111986

TEL 092-517-6626

（株）井上設備工業 5,000 －4001無法

消１
福岡県糟屋郡須恵町上須惠１１０６－５６〒811-2114

井上　勝徳111987

TEL 092-934-1252

（株）福岡ペイントＡｒｔ 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県糟屋郡宇美町原田１－１９－１５〒811-2132

山添　正信111988

TEL 092-881-1063

平野造園（株） 1,000 －4001有法

土１と１石１舗１園１解１
福岡県福岡市西区小戸５－５－２３〒819-0001

金子　康弘111989

TEL 092-843-4655

西福シーリング（株） 2,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市城南区鳥飼５－１９－９〒814-0103

深谷　敬一郎111990

TEL 0947-32-3703

（株）たぶち 1,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川郡香春町大字香春９２０－１〒822-1406

田渕　美雪111991

TEL 0947-28-2274

きのしたデンキ －4009無個

電１管１
福岡県田川郡福智町赤池５２１－４０〒822-1101

木下　勝義111992
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TEL 092-260-8378

蒼新空設（株） 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区松島３－１４－５〒813-0062

野中　英樹111993

TEL 0940-32-4832

大設工業 －4008無個

管１
福岡県宗像市青葉台１－１２－３〒811-4162

大村　康一111994

TEL 093-383-0902

富士コンプレッサー工業（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区西港町６９－３〒803-0801

田中　一徳111995

TEL 093-246-3542

早川技建 －4008無個

板１
福岡県中間市下大隈１６０４－２〒809-0004

早川　雅之111996

TEL 0940-36-9500

（株）中和スマイル 5,000 －4008有法

機１
福岡県宗像市ひかりヶ丘６－３－２１〒811-3403

八木　輝夫111997

TEL 0949-42-6767

（株）マツザイ建設 5,000 －4004無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２８００－１〒807-1312

松原　在成111998

TEL 0949-52-0488

上野畳表具店 －4004無個

内１
福岡県宮若市金丸７４６－７〒822-0111

上野　拓平111999

TEL 0949-52-3732

（株）山下興業 5,000 －4004無法

土１
福岡県宮若市金生２５７６－３〒822-0113

山下　健児112000

TEL 0947-63-3122

三七建設 －4009無個

土１
福岡県田川郡大任町大字今任原３４５８〒824-0511

浦野　三七男112001

TEL 0947-72-7573

（株）沖島工業 3,000 －4009無法

建１防１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１１２９〒827-0003

沖島　秀治112002

TEL 0930-25-3376

（株）ナンバ開発 10,000 －4005有法

土１
福岡県行橋市行事６－５－３８〒824-0001

難波　直紀112003

TEL 0948-72-3559

（株）龍進建設 500 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市阿恵４７１－５〒820-0704

田中　良典112004

TEL 0944-32-0534

（株）今村建設 10,000 －4003無法

建１
福岡県三潴郡大木町大字前牟田３９７〒830-0406

今村　哲裕112005
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TEL 092-407-0718

（株）フルカワ創美 5,000 －4001無法

塗１内１
福岡県福岡市早良区野芥４－４５－５５〒814-0171

古川　雄大112006

TEL 092-834-7380

栁正工業 －4001無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市西区内浜２－１７－６－４１０〒819-0005

栁　義和112007

TEL 0942-53-7994

エアペックスエンジニアリング（株） 1,000 －4007有法

電１機１
福岡県筑後市一条１３３１－２〒833-0001

津福　哲子112008

TEL 092-919-0927

（株）ゼット・エス・エンジニアリング 20,000 －4011有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県筑紫野市大字隈２２３〒818-0031

張　建軍112009

TEL 092-952-5531

（有）　松工芸 4,300 －4011有法

内１
福岡県那珂川市大字上梶原１０１９－４〒811-1223

明田　義聖112010

TEL 092-472-0243

機動エンジニアリング（株） 5,000 －4001無法

土１と１鋼１水１
福岡県福岡市博多区東那珂２－１４－２８〒812-0892

中野　勉112011

TEL 092-710-0905

クレドテック（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区井尻３－１５－２８－１０６〒811-1302

西岡　元治112013

TEL 093-472-1248

入口組 －4008無個

大１
福岡県北九州市小倉南区中吉田１－１６－９〒800-0204

入口　和登112014

TEL 093-967-0207

（株）森建設 5,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市小倉北区富野台１２－１４〒802-0033

森　康弘112015

TEL 093-244-0235

梶原工務店 －4008無個

左１管１
福岡県中間市桜台１－１１－１〒809-0017

梶原　茂112016

TEL 092-482-6571

（合）Ｎ．Ｉ．Ｓ 3,010 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－１７－１５－７０３〒812-0016

堀内　陽一郎112017

TEL 092-526-3038

（株）翔栄興産 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区平尾３－１０－２１－４０５〒810-0014

鹿毛　康正112018

TEL 092-864-1336
）
ＮａｔｕｒａｌＳｐａｃｅＤｅｓｉｇｎ（株 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区友丘２－２－７－９０１〒814-0112

絹笠　浩司112019
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TEL 092-414-8156

（株）ティ・アイ・エス 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区比恵町３－２５〒812-0014

平川　誠一112020

TEL 092-707-7075

（株）ロデスマン 3,000 －4001有法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市早良区野芥３－２７－３０〒814-0171

松﨑　秀樹112021

TEL 092-938-4949

福岡空調エンジニアリング（株） 5,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋東３－１－１〒811-2308

谷村　芳隆112022

TEL 0949-42-3165

（株）桜コーポレーション 10,000 －4004有法

建１大１左１と１鋼１筋１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新北１８０６〒807-1313

山口　保春112023

TEL 0942-32-4595

伊藤産業（株） 30,000 －4002有法

管１
福岡県久留米市梅満町７４－１〒830-0048

伊藤　晴輝112024

TEL 0942-34-7127

（株）栄光 1,000 －4002無法

具１
福岡県久留米市白山町４１２－１８〒830-0041

副島　栄太郎112025

TEL 0930-55-6112

（株）ＰＳＰ 5,010 －4005無法

土１と１舗１
福岡県京都郡みやこ町国分３１－３〒824-0123

中村　数雄112026

TEL 0930-24-0111

（株）スペクト 2,000 －4005無法

建１内１
福岡県京都郡苅田町与原３－３－２〒800-0323

廣畑　賢一112027

TEL 050-1378-2756

（株）昭工社 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区赤坂４－１６－３〒802-0032

澤久　清純112028

TEL 093-342-9983

（株）ＳＹＳＴＥＭ　ＡＩＲ 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市門司区大字畑４０５－５〒800-0112

養父　仁112029

TEL 093-752-2221

（株）ＮＥＸＴＡＳ 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市若松区響町１－２８－２〒808-0021

白川　義樹112030

TEL 093-522-6900

（株）ＴＯＭＩＮＯ・ＲＥＦＯＲＭ 3,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区下富野４－２１－９〒802-0023

山元　克範112031

TEL 092-433-3307

（有）Ａ・Ｇ・Ｓ 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区東光２－２－１３〒812-0008

佐藤　豪112032
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TEL 092-502-5551

（株）ベスト・フォース 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区諸岡１－２－６発陽第２ビル３０１号〒812-0894

岡勢　省二112033

TEL 093-967-0790

（株）ＧＮ工務店 3,000 －4008無法

建１大１左１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区長行西３－１７－１〒803-0272

縄稚　譲二112034

TEL 0940-42-5732

（株）豊坂水道 3,000 －4008無法

管１水１
福岡県福津市上西郷５７１－２〒811-3207

豊坂　龍彦112035

TEL 0940-55-0131

（株）南成技建 4,000 －4008無法

と１
福岡県福津市津屋崎２－１１－２１〒811-3304

南　成樹112036

TEL 0942-46-7111

（株）アキヒロ 2,000 －4002有法

鋼１
福岡県久留米市諏訪野町２５４４－１〒830-0037

鬼塚　哲広112037

TEL 0948-52-6424

ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ －4010有個

建１内１
福岡県飯塚市川島１８－８〒820-0002

松山　眞也112038

TEL 0948-96-4725

豊友エンジニアリング（株） 5,000 －4010無法

建１鋼１
福岡県飯塚市勢田１２－３５〒820-1111

山﨑　一平112039

TEL 0948-22-6002

（有）ヤスコーポレーション 3,000 －4010有法

と１
福岡県飯塚市相田７５－４１〒820-0052

萩野　靖之112040

TEL 0930-22-0838

（株）浜田ポンプ 5,000 －4005無法

土１管１水１
福岡県行橋市門樋町９－３２〒824-0006

濵田　麗子112041

TEL 0944-88-9198

（株）田中建設 5,000 －4003無法

建１
福岡県大川市諸富１４－１〒831-0003

田中　正気112042

TEL 092-588-8166

友岡技建（株） 3,000 －4011無法

建１
福岡県大野城市仲畑４－１－４８〒816-0921

友岡　浩二112043

TEL 092-737-1678

（株）ＭＡＵＩ 3,000 －4001無法

と１内１
福岡県福岡市中央区大濠公園２－３５〒810-0051

久家　悠史112044

TEL 092-980-2398

（株）きらら工務店 6,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区青葉７－５９－１９〒813-0025

福岡　徹夫112045
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TEL 092-739-1112

（有）ジェイテック 3,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市城南区友泉亭１－４８友泉亭ハイツ１階〒814-0122

坂口　圭介112046

TEL 092-944-5116

ＬＩＮＫ’ Ｓ（株） 1,000 －4001有法

通１
福岡県古賀市中央６－２２－１－２０１〒811-3103

有松　幸臣112047

TEL 093-611-3001

（株）誠工業 3,000 －4008無法

大１
福岡県北九州市八幡西区下上津役１－１１－１８〒807-0075

乙藤　誠112049

TEL 0940-32-5229

白石技建 －4008無個

鋼１
福岡県宗像市武丸１１８９－１〒811-4152

白石　正宏112050

TEL 093-641-2184

吉田硝子店 －4008無個

ガ１
福岡県北九州市八幡西区西鳴水１－５－１０〒806-0054

吉田　正明112051

TEL 093-245-1752

中間トーヨー住器（株） 10,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県中間市大字中底井野２２９９－３〒809-0002

升水　修一112052

TEL 093-342-7159

（株）児玉工業 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市門司区奥田５－９－１１〒800-0011

児玉　功司112053

TEL 093-452-3571

Ａｉシステム －4008無個

通１
福岡県北九州市小倉南区平尾台１－４－７〒803-0180

相島　勉112054

TEL 0947-26-0045

（株）鈴晃 3,000 －4009無法

と１
福岡県田川郡糸田町１８４９－５６〒822-1303

鈴見　文人112055

TEL 093-618-1179

亀石工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西１－１１－１〒807-1145

亀石　重実112057

TEL 093-863-0550

（株）ウィンウィン 5,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚４３６－１〒811-4213

野口　和寿112058

TEL 092-600-1203

石光工業（株） 1,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市針摺中央１－１５－１１〒818-0083

菊池　友也112059

TEL 092-281-3008

（株）店建 10,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市博多区古門戸町６－１７〒812-0029

乾　健112061
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TEL 092-692-4907

設計工房Ｔ＆Ｋ －4001無個

建１
福岡県福岡市東区水谷１－１４－２８〒813-0041

加藤　哲雄112062

TEL 0943-72-1348

吉弘工業 －4002無個

土１と１し１
福岡県久留米市田主丸町鷹取６８１－１３〒839-1202

吉弘　勝宣112063

TEL 0942-27-2474

ガーデンプランニング －4002無個

土１と１舗１
福岡県久留米市大善寺南２－１０－６－１０３〒830-0070

渕上　訓112064

TEL 0948-43-0211

（株）コンドーテクノ 500 －4010無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県嘉麻市漆生８８９－２〒820-0201

瓜生　　彦112065

TEL 0944-67-0121

九州ハウジング（株） 10,000 －4003有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県みやま市山川町真弓２２－２〒835-0111

岩永　昭112066

TEL 0944-78-3447

ハルマ工業 －4003無個

土１
福岡県大川市大字三丸１５７０－１〒831-0007

古賀　洋介112067

TEL 092-589-2751

安西電気 －4011無個

電１
福岡県大野城市畑ヶ坂１－１－９〒816-0982

安西　勉112070

TEL 092-928-3383

浦川工業 －4011無個

と１
福岡県筑紫野市塔原南３－１７－７〒818-0074

浦川　和也112071

TEL 092-952-6556

（株）三基工業 1,000 －4011無法

管１消１
福岡県那珂川市西畑２２５－１９〒811-1246

助永　康紀112072

TEL 093-618-7705

（株）つるいち 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区元城町７－８〒806-0015

鶴田　衆一112073

TEL 093-602-6900

（株）技堅産業 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区大浦３－１１－１０〒807-0874

加藤　博司112074

TEL 0949-22-6810

ＳＫＴ（株） 1,000 －4004有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字下境１０－１〒822-0007

高村　真一郎112075

TEL 0949-23-2054

カズヒロ（株） 1,000 －4004無法

土１建１と１舗１水１解１
福岡県直方市大字上境１１８２－４〒822-0006

山本　博子112076
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TEL 0947-45-9765

ケーオー（株） 1,000 －4009有法

土１建１大１屋１タ１内１
福岡県田川市大字糒１６２８〒825-0005

大場　亜矢112077

TEL 092-606-6362

（株）パーク・アヴェニュー・ホーム 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区奈多団地２７－５－２０３〒811-0205

川口　宣貴112078

TEL 092-946-2330

（有）アドプランニング 3,000 －4001無法

鋼１機１
福岡県古賀市米多比１１０５－２〒811-3123

島﨑　幸一112079

TEL 092-519-1759

（株）篠﨑 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区香椎駅前３丁目３３－１０〒813-0013

前田　洋平112080

TEL 092-441-2609

（株）アクアランド 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区住吉４－２－１５〒812-0018

藤原　浩112081

TEL 092-281-2763

三興バルブホールディングス（株） 45,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区石城町１２－１〒812-0032

長﨑　洋也112082

TEL 093-883-7188

（株）ヴィリオ 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区京町１－４－１１〒802-0002

寺井　智彦112083

TEL 093-481-6370

富田工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区大字伊川７４５－２〒800-0101

富田　廣哉112084

TEL 093-223-0152

（株）シエイプラント 2,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡芦屋町花美坂２－８〒807-0143

岩永　吉志郎112085

TEL 093-776-7790

ヨシナガ防災設備（株） 5,000 －4008無法

消１
福岡県北九州市八幡西区町上津役東３－１０－１７〒807-0073

吉永　大輔112086

TEL 093-617-4819

（有）石本建設 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区高江１－３－１７〒807-1152

石本　稔112087

TEL 092-408-2194

（株）クレスト 5,000 －4001無法

石１
福岡県福岡市南区野多目２－１－８〒811-1347

佐藤　伸弘112088

TEL 0942-62-2334

菊池畳店 －4002無個

内１
福岡県久留米市城島町浮島４６３〒830-0221

菊池　毅112089
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TEL 0948-52-6609

住宅工房福岡 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市上臼井大平２０７８〒820-0502

鈴木　孝譲112090

TEL 0940-52-5641

（有）福津電建 3,000 －4008無法

電１
福岡県福津市津屋崎８－１１－５〒811-3304

福田　直也112091

TEL 093-372-3367

（株）Ｋ－ＣＲＡＦＴ 2,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区光町１－９－１５〒800-0046

窪田　武晴112092

TEL 092-986-2309

リ・ソリューション（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市南区長住７－１９－５〒811-1362

吉住　隆行112093

TEL 092-623-5100

（株）解建 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区大井１－６－３〒812-0001

木村　勇112094

TEL 092-584-2030

（株）新日本工業 1,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区西月隈６－３－１４〒812-0857

尾山　順一112095

TEL 093-691-2651

（株）協建 3,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎３－１３－１０〒807-0803

門田　裕二112096

TEL 093-661-0099

（株）こばやし 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区　園４－１－２２〒805-0067

小林　友哉112097

TEL 092-603-1799

平井冷機 －4001有個

管１
福岡県福岡市東区西戸崎２－７－１５〒811-0321

平井　公人112098

TEL 092-292-0458

ジャパンシナジーシステム（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市博多区東光２－５－１４〒812-0008

上木　由佳112099

TEL 0948-23-5518

希望建設工業（株） 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県飯塚市有安１０２４〒820-0111

谷本　和美112101

TEL 0948-65-2588

（株）和弘 500 －4010無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉穂郡桂川町内山田７０６〒820-0601

松尾　和子112102

TEL 0947-23-0188

（株）清川建設 5,000 －4009無法

建１
福岡県田川郡香春町大字採銅所４５２８〒822-1401

清川　学112103
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TEL 0947-85-9304

（株）ムラセツ 5,000 －4009無法

管１
福岡県田川市大字川宮７３８－１９〒826-0042

村尾　隆文112104

TEL 092-408-7071

伸和建工（株） 20,000 －4011有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県那珂川市大字成竹５７６－１〒811-1235

百田　耕治112105

TEL 092-431-5464

田村冷凍機製作所 －4001無個

電１管１機１
福岡県福岡市博多区榎田１－１－２９〒812-0004

田村　充子112106

TEL 092-555-7550

ハロー工業（株） 5,000 －4001無法

管１消１
福岡県福岡市南区向野２－１５－１０〒815-0035

波呂　隆生112107

TEL 0946-22-8080

（株）ＹＴＫ 5,000 －4006無法

土１と１舗１解１
福岡県朝倉市荷原１４２１－１〒838-0029

江藤　利彦112108

TEL 093-555-6764

（株）ＲＹＯＤＥＮＴＥＣ 2,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区赤坂１－７－１７－１０２〒802-0032

中野　良太郎112109

TEL 0979-72-2625

西田工務店 －4005無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字安雲４４－１〒871-0904

西田　龍次112110

TEL 0944-73-8905

松本組 －4003無個

と１
福岡県柳川市三橋町吉開５４６－１〒823-0802

松本　良二112111

TEL 0942-33-8281

（株）日展コーポレーション 1,000 －4002有法

と１鋼１
福岡県久留米市梅満町１５９８〒830-0048

眞田　知幸112112

TEL 0948-80-1376

（株）アサヒ通信 3,000 －4010無法

通１
福岡県飯塚市川津３６９－４〒820-0067

原口　優樹112113

TEL 093-871-6868

（株）礒部開発 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市戸畑区浅生３－６－２１〒804-0062

礒部　孝重112114

TEL 093-980-1997

（合）まつ崎 100 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区蒲生１－１－１６〒802-0978

松崎　純二112115

TEL 092-963-3130

芦塚工業所 －4001無個

具１
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１７０３－１－２０６〒811-0101

芦塚　貴之112117
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TEL 092-836-7717

（株）郷原 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区柏原３－９－２４〒811-1353

郷原　文和112118

TEL 0940-51-4278

（株）ＭＡＳＡＫＩ 5,000 －4008無法

機１
福岡県福津市津屋崎２－４－７〒811-3304

坂井　昌文112119

TEL 093-965-6225

（株）スクエア 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区下石田３－５－１９－Ｂ１０２〒802-0832

中尾　剛士112120

TEL 093-551-0584

柴田砕石工業（株） 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区赤坂３－１０－２７〒802-0032

柴田　哲哉112121

TEL 093-953-6004

（株）ロックワークス 10,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－４－２〒802-0979

吉田　和之112122

TEL 092-982-2699

ハロ（株） 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋４２５ー２〒811-2308

蒲池　亮太112124

TEL 092-915-7111

（株）デルタ４５５ 40,000 －4001有法

土２建１と２石２電２管２鋼２舗２し２水２解２
福岡県福岡市博多区西春町１－４－３〒812-0873

廣松　清112125

TEL 0947-32-3605

鬼塚工業 －4009無個

機１
福岡県田川郡香春町大字高野１１９４－１〒822-1403

鬼塚　亘112126

TEL 0930-25-6601

（株）髙信建設 1,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡苅田町新津１－３－１１〒800-0344

髙本　信隆112127

TEL 0930-32-5308

中原瓦産業 －4005無個

土１建１と１舗１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田１０５１－２〒824-0822

中原　竜治112128

TEL 0944-56-3349

（合）丈建工業 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県大牟田市椿黒町５６〒836-0005

小城　丈晴112129

TEL 0942-30-1717

協進工業 －4002無個

具１
福岡県久留米市津福本町６７６－７〒830-0047

鬼塚　竜也112130

TEL 0942-41-0100

（株）扇屋 10,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市東合川４－３－８〒839-0809

中尾　昌史112131
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TEL 092-516-6450

（株）シセイ商会 5,000 －4011無法

消１
福岡県大野城市川久保２－１－１〒816-0905

坂本　匠平112132

TEL 092-593-1082

（株）アルファー・イレブン企画 5,000 －4011無法

管１板１
福岡県那珂川市恵子１－１６－２０２〒811-1255

倉内　幸一112133

TEL 092-710-2680

（株）リアルティデポ 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区鶴田３－１０－４〒811-1352

川畑　輝雅112134

TEL 092-725-6226

スペクトラムアンドパートナーズ（株） 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区大名２－１－３５〒810-0041

足立　兆玄112136

TEL 092-526-6433

（株）ネクサス 5,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市中央区高砂２－２０－２－４０２〒810-0011

田向　竜二112137

TEL 092-921-2730

（株）ナガハマ建装 3,000 －4011無法

建１塗１防１
福岡県筑紫野市上古賀４－２－７〒818-0041

長濵　善博112138

TEL 092-408-4351

（株）ＪＩＮ工房 3,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市筑紫８４１－３－１０２〒818-0025

久保　仁112139

TEL 092-581-2129

（株）仙翠園 3,000 －4001無法

土１と１園１
福岡県福岡市南区井尻５－１３－３〒811-1302

三枝　清美112140

TEL 093-701-7337

（有）大協建設 3,000 －4008無法

土１と１舗１し１水１
福岡県中間市岩瀬３－６０５－２７〒809-0011

白川　満夫112142

TEL 092-322-2911

永島組 －4001無個

左１
福岡県糸島市波多江駅南１－１０－１５〒819-1108

永島　和也112143

TEL 092-332-9715

（株）夢工防 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１防１水１
福岡県糸島市高祖９６２－３〒819-1571

松山　将大112144

TEL 092-834-2238

（株）兵頭組 5,000 －4001無法

土１と１管１水１
福岡県福岡市西区今宿青木１０５９－３３〒819-0162

兵頭　トシ子112145

TEL 092-504-1017

（有）竹山建設 5,000 －4001有法

土１と１解１
福岡県福岡市博多区月隈３－６０８－１〒812-0858

竹山　由起夫112146
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TEL 0948-43-9130

あすなろガーデン －4010無個

タ１
福岡県飯塚市中３５０－１２カーサベローナ　Ａ－２０１〒820-0065

赤坂　英行112147

TEL 092-410-0144

（株）ＳＴ 3,000 －4001無法

左１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１８５－４７〒811-2112

佐伯　達哉112149

TEL 092-541-7791

弓工務店 －4001無個

左１
福岡県福岡市南区長丘５－１２－１９〒815-0075

弓　浩112150

TEL 092-738-8358

（株）ＣＵＢＥ 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区荒戸２－１－１５〒810-0062

木下　龍一112151

TEL 093-642-6767

（有）折尾電機製作所 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区陣原３－２－１１〒807-0821

藤崎　康臣112152

TEL 092-584-5394

福岡ハウジングサービス －4011無個

内１
福岡県春日市宝町２－３４－１〒816-0807

名東　晴男112153

TEL 092-558-9265

エコ環境（株） 3,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県大野城市雑餉隈町１－３－２〒816-0923

松本　富秀112154

TEL 092-952-5425

（株）インテリア堂後 5,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市王塚台３－２０６〒811-1221

堂後　愛喜112155

TEL 093-982-5100

（合）ゼンショウ 5,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市若松区赤崎町４－２６〒808-0003

岩野　宏昭112156

TEL 092-213-1750

（株）晃栄 1,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区桧原１－３４－２０〒811-1355

市山　晃平112157

TEL 092-552-5005

照陽電気 －4001有個

電１
福岡県福岡市南区柳河内１－８－３５－２〒815-0063

徳島　陽介112158

TEL 092-752-6789

（有）吉造 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区赤坂３－６－４２〒810-0042

合田　吉裕112159

TEL 092-939-5033

武美（有） 5,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－７－１３〒811-2317

本武　善美112161
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TEL 0944-53-1021

大牟田瓦斯（株） 200,000 －4003有法

管１
福岡県大牟田市泉町４－５〒836-0831

小川　信次郎112162

TEL 0948-43-3710

福徳（株） 5,000 －4010無法

土１大１と１石１鋼１筋１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市伊川５０５－１〒820-0054

加藤　一徳112163

TEL 092-409-8287

（株）ＧＯＯＤ　ＤＥＳＩＧＮ 20,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－２０－２５－Ｂ〒812-0896

品川　昌弘112164

TEL 092-576-9503

（株）田中建設 3,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市仲畑１－５－２３Ａ棟５号〒816-0921

田中　弘一112165

TEL 0943-22-4785

九熱工業 －4007無個

絶１
福岡県八女市今福１０４５－３〒834-0061

永松　幹生112166

TEL 0947-42-3238

楓鉄筋 －4009無個

筋１
福岡県田川市大字伊田４９８３－２〒825-0002

辻塚　真一郎112167

TEL 0947-26-1204

晃龍建設 －4009無個

土１と１
福岡県田川郡糸田町１０５９〒822-1300

松下　主税112168

TEL 092-791-5341

（株）ＮＢＳＫ 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市中央区笹丘１－１１－２４－３０３〒810-0034

三山　美智子112169

TEL 092-963-0245

（株）ＡＲＥＳ 8,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡新宮町上府５５７－１〒811-0117

和佐野　正樹112170

TEL 093-372-7288

湯之道内装 －4008無個

内１
福岡県北九州市門司区小松町８－１１〒800-0034

湯之道　直寛112171

TEL 093-701-9735

（株）やね八 5,000 －4008無法

屋１
福岡県中間市通谷６－１６－１〒809-0018

白木　隆生112172

TEL 0946-22-1582

月俣建設 －4006無個

建１
福岡県朝倉市柿原２９９－１〒838-0026

月俣　公平112173

TEL 0946-52-3098

（株）古賀建設 3,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉市上寺２１５－２〒838-1313

古賀　正廣112174



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1394頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-652-1666

（有）高治工務店 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１３９６－１６〒811-2112

久家　裕子112176

TEL 092-555-8800

愛羽環境システム（株） 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市南区向野２－１０－２２〒815-0035

入江　一成112177

TEL 092-291-1216

旭管理サービス（株） 6,500 －4001有法

塗１内１
福岡県福岡市博多区祇園町８－２３岡本祇園ビル５Ｆ〒812-0038

作村　和弘112178

TEL 093-961-2112

テクニカルマツオ（有） 3,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区山手３－１５－４５〒802-0982

松尾　匡良112179

TEL 093-777-9132

一工業 －4008無個

と１
福岡県遠賀郡水巻町二東３－８－１〒807-0054

農坂　一大112180

TEL 0979-24-6823

（株）ことぶき 5,000 －4005無法

土１と１舗１水１解１
福岡県築上郡吉富町大字小犬丸８６－６〒871-0802

池田　総司112181

TEL 0944-76-1118

（株）セグチ工業 1,000 －4003無法

と１
福岡県柳川市大和町中島２０２〒839-0254

瀬口　肇112182

TEL 0944-88-1181

（有）酒見建材店 20,000 －4003有法

左１石１タ１内１
福岡県大川市大字幡保１６６－２〒831-0033

酒見　省吾112184

TEL 092-558-6119

清藤電気工事（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区横手南町２３－２０〒811-1312

清藤　健臣112185

TEL 092-923-5751

小林鋼建 －4011無個

具１
福岡県筑紫野市石崎２－１２－２２－１０１〒818-0068

小林　祐介112186

TEL 0943-24-9162

智成（株） 5,000 －4007無法

管１
福岡県八女市宅間田９３－１〒834-0001

毛利　智治112187

TEL 0943-22-8016

有美工房（株） 5,000 －4007無法

建１内１
福岡県八女市前古賀５４－１〒834-0054

江渕　広登112188

TEL 0947-75-9836

（株）福元工業 3,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡福智町伊方４１３１－１〒822-1211

福元　浩二112189



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1395頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-939-2160

森内装 －4001無個

内１
福岡県糟屋郡粕屋町酒殿２－１２－２６〒811-2303

森　直樹112190

TEL 092-260-9199

ＥＣＯ信頼サービス（株） 88,888 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区馬出１－１７－１ＥＣＯ信頼ビル〒812-0054

樋口　龍二112191

TEL 092-408-8771

レグルス（株） 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区薬院４－４－１０－２０１〒810-0022

近本　道雄112192

TEL 0940-32-6780

勝成産業（株） 5,000 －4008無法

土１と１
福岡県宗像市稲元１１６１－５〒811-3406

永石　祐志112194

TEL 093-231-9142

宮本保温 －4008無個

絶１
福岡県北九州市小倉南区南方５－３－１３－５０２〒802-0976

宮本　昌明112195

TEL 093-245-0751

大正産業（株） 10,000 －4008有法

管１
福岡県中間市中央１－２５－１５〒809-0030

日髙　康112196

TEL 092-411-2889

（有）相良工業 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市博多区竹下２－４－８〒812-0895

相良　敏光112197

TEL 092-571-1878

（株）ファイテック 10,000 －4011無法

電１管１
福岡県大野城市仲畑２－５－１１〒816-0921

近藤　克彦112198

TEL 092-566-2014

（株）長谷部建装 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区向新町２－６－１５－９０１〒811-1345

長谷部　建治112199

TEL 092-882-1175

日本幸協（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区愛宕３－１６－６３〒819-0015

青木　栄憲112200

TEL 0949-36-5122

（株）ＯＢＡ 5,000 －4004無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字植木７４４－１〒822-0034

大場　智史112201

TEL 0949-36-4095

つばさ建装 －4004無個

内１
福岡県直方市大字頓野４９２－２３〒822-0002

石橋　秀朋112202

TEL 093-533-7775

（株）エヌケィエス 2,000 －4008有法

内１
福岡県北九州市小倉北区京町３－１４－１１〒802-0002

藤澤　好司112203



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1396頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-43-8996

（株）サンネット 5,000 －4010無法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県飯塚市目尾４１４－２〒820-0062

桑野　隆幸112204

TEL 092-287-3440

（株）清水工業 3,000 －4001無法

と１解１
福岡県糟屋郡志免町志免中央３－２－８〒811-2244

清水　勝一112205

TEL 0940-55-0404

トイタクリエイト（株） 5,000 －4008無法

防１
福岡県福津市若木台５－１９－１４〒811-3221

砥板　健二112206

TEL 092-519-2224

（有）伊森 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区今川２－１－６７－１Ｆ〒810-0054

伊森　幹雄112207

TEL 092-892-0177

（株）功匠 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市西区下山門３－２２－２４〒819-0052

行澤　武洋112208

TEL 092-512-1980

（株）特建 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区大橋１－２－３　大橋センタービル５階〒815-0033

瀬川　政和112209

TEL 092-577-7060

矢野設備工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市博多区東平尾２－１３－１１－３０１〒812-0853

矢野　勝治112210

TEL 092-292-8570

（有）コーワエース 6,500 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１防１水１
福岡県福岡市博多区須崎町８－８〒812-0028

吉岡　啓次郎112211

TEL 0942-77-6170

（株）ジェムス 1,000 －4002有法

土１と１
福岡県三井郡大刀洗町大字鵜木１４４０－４６－２０２〒830-1224

前森　正邦112212

TEL 092-673-2474

（株）山口保温工業 1,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘４－３８－１６〒813-0003

山口　邦臣112214

TEL 092-692-2954

（株）九テック 5,000 －4001無法

建１電１塗１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵２９７－１〒811-2113

田口　準112215

TEL 093-953-9690

オーテック・エンジニアリング －4008無個

建１電１
福岡県北九州市小倉南区中吉田３－３－２２〒800-0204

沖田　幸一112217

TEL 0949-22-3012

ティーエム機工（株） 5,000 －4004有法

管１
福岡県直方市大字上鏡２８８５－７〒822-0006

松崎　高宏112218



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1397頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-753-8617

（株）松岡祐作デザインオフィス 16,800 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市中央区大手門１－９－１〒810-0074

松岡　祐作112219

TEL 092-566-1932

（株）シーテック 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区桧原７－７－１６－Ｂ２０２〒811-1355

越智　徳二112221

TEL 0930-37-2925

（株）吉村建工 2,000 －4005無法

建１
福岡県行橋市大字道場寺１００３－１６〒824-0026

吉村　胤臣112222

TEL 0944-74-5883

（株）ミヤナガ機設工業 5,000 －4003無法

機１
福岡県柳川市下宮永町５１３－８〒832-0059

今村　智規112223

TEL 0948-52-6088

拓工業（株） 1,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市大分４６４〒820-0712

都甲　栄啓112224

TEL 0943-73-3331

石橋建設（株） 500 －4002無法

建１
福岡県久留米市田主丸町中尾２２６－３〒836-1216

石橋　賢一112225

TEL 0942-72-7700

永利農園（株） 3,000 －4002有法

と１
福岡県小郡市上西鰺坂３９－１〒838-0136

永利　武仁112226

TEL 092-954-1390

（株）深栄産業 500 －4011無法

建１
福岡県那珂川市後野８５７〒811-1241

山田　孝利112227

TEL 0942-52-2357

柴田住建 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字長浜１２５８－３〒833-0005

柴田　栄司112228

TEL 093-953-8222

（株）イマムラ電機 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区上富野２－７－３０〒802-0022

今村　和孝112229

TEL 093-287-4548

コンストラクション（合） 300 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市小倉北区片野新町１－１５－３－５０２〒802-0062

佐藤　聖士112230

TEL 092-555-5111

シノデン（株） 9,990 －4011無法

電１通１
福岡県那珂川市片縄６－９〒811-1201

篠原　秀幸112231

TEL 092-408-3455

（株）輝電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区八田１－７－３〒813-0031

吉原　龍一112232



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1398頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-952-0327

（有）濵田内装 3,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市片縄北４－５－２７〒811-1203

濵田　勝則112233

TEL 0947-32-7240

Ａ・Ｓ・Ｔサービス －4009無個

管１
福岡県田川郡香春町大字中津原２３８８－３２〒822-1405

植田　利夫112234

TEL 0947-32-3020

東設備工業 －4009無個

管１
福岡県田川郡香春町大字中津原２８１〒822-1405

東　智隆112235

TEL 0947-45-0875

（株）秋吉建装 3,000 －4009無法

内１
福岡県田川市大字川宮１０４２－３〒826-0042

秋吉　克二112236

TEL 0946-42-5521

（株）ランドスケープ・野口 5,000 －4006無法

土１園１
福岡県朝倉郡筑前町四三嶋１２４８－２〒838-0802

野口　日出雄112237

TEL 092-885-3722

プロックスマテリアル（株） 3,000 －4001有法

屋１内１
福岡県福岡市西区小戸３－２６－１１〒819-0001

井上　哲一112238

TEL 092-938-8087

（有）山口機工 3,000 －4001無法

土１大１左１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１機１絶１具１水１解１
福岡県糟屋郡須恵町植木１３２９－１〒811-2112

山口　和成112239

TEL 092-834-7234

（株）すまいる 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区城西１－３－１０〒814-0003

岩橋　進一112240

TEL 092-932-6415

（株）アラタ電機工事 3,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡宇美町貴船３－１０－２０〒811-2131

新　晃一112241

TEL 0944-22-5716

（株）オオキ 5,000 －4003無法

土１管１鋼１水１
福岡県みやま市高田町濃施３４２－４〒839-0215

大城　政勝112242

TEL 0948-43-3205

（株）イノウエ設備 5,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市有井３５７－８４〒820-0112

井上　正喜112243

TEL 0942-78-2777

栽松園 －4002無個

園１
福岡県久留米市北野町乙丸６９番地〒830-1125

髙松　淳二112244

TEL 0942-27-1882

熊脇塗装 －4002無個

塗１
福岡県久留米市安武町武島６１７－１７〒830-0071

熊脇　憲一郎112245



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1399頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-861-2772

重建 －4008無個

と１
福岡県北九州市戸畑区福柳木１－１７－１〒804-0025

中山　祐介112246

TEL 093-681-3681

ミシマ・オーエー・システム（株） 90,000 －4008有法

通１
福岡県北九州市八幡東区枝光２－１－１５〒805-0002

溝田　力三112247

TEL 093-482-5864

（株）嶋津工業 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区萩原１－１０－２６〒806-0059

嶋津　順一112248

TEL 093-472-2791

切通電気工事 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区田原３－１５－２８〒800-0225

切通　一郎112250

TEL 092-603-1110

（株）ジツケン 5,550 －4001無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１塗１内１水１解１
福岡県福岡市東区大岳１－１７－３０〒811-0322

實川　義明112251

TEL 092-409-7431

（株）ツヅイテック 5,000 －4001無法

電１機１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７〒812-0011

永﨑　耕三郎112252

TEL 092-776-4629

（有）ファインライフ 9,110 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区高砂一丁目２０番２５－５０３号〒810-0011

長野　喜裕112254

TEL 092-952-2969

和田塗装 －4011無個

塗１
福岡県那珂川市片縄北７－１７－６〒811-1203

小松　勇一112255

TEL 093-391-4626

（株）伸栄工業 1,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市門司区羽山２－１１－３３〒800-0005

田邉　博紀112256

TEL 093-473-7015

（株）ＲＥＡＬ 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１通１水１
福岡県北九州市小倉南区上吉田５－２－２２〒800-0201

柴山　塁112257

TEL 093-281-3055

（有）オクトバス未栄 3,000 －4008無法

塗１防１
福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉２７７－１〒811-4205

吉田　和泰112258

TEL 092-517-8108

（株）清流通信 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲４６３－５〒811-2413

中村　浩112260

TEL 092-720-3666

（株）リーズ 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区舞鶴２－２－７　熊江ビル　３０２〒810-0073

平井　守112261



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-986-0803

（株）大村工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区桧原２－４５－２９－１０１〒811-1355

大村　徹112262

TEL 092-407-1714

オウンワークス（株） 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区太平寺１－５０－１８〒811-1354

金井　鉄郎112263

TEL 092-410-7255

ｅ－プロジェクト（株） 3,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋４６７－１〒811-2308

中垰　雅生112264

TEL 092-791-6631

（株）トライ・ワークス 12,750 －4001有法

通１
福岡県福岡市中央区大名２－２－２〒810-0041

藤江　智和112265

TEL 092-710-9522

丸忠工業（株） 3,000 －4001無法

土１左１と１
福岡県福岡市東区蒲田４－８－１８〒813-0023

坂田　忠志112266

TEL 092-692-6199

（株）一環 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷１２５３－２〒811-2115

髙田　政喜112267

TEL 092-558-9801

大翔建装 －4011無個

塗１
福岡県大野城市山田４－２－１８〒816-0922

大塚　健志112268

TEL 0949-28-1881

（株）田中総建 5,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県直方市大字感田３２７０－３〒822-0001

田中　一平112269

TEL 0949-26-7377

（株）岩城電設 2,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字感田４２３－１８〒822-0001

岩城　慎一112270

TEL 0942-37-6161

野中産業 －4002無個

土１
福岡県久留米市津福本町９７８－４〒830-0047

野中　一弘112271

TEL 0942-33-8771

（有）仲組 3,000 －4002無法

と１管１機１
福岡県久留米市小森野２－１ー５１－４〒830-0001

仲　忠浩112272

TEL 0947-82-5859

Ｈｉ－ＲＩＳＥ（株） 5,000 －4009有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川郡添田町大字添田３３２４番地〒824-0602

畠田　雄太112273

TEL 0930-31-0911

（株）湘南技術 3,000 －4005無法

土１建１と１鋼１舗１塗１防１水１
福岡県築上郡築上町大字上別府５７９－１〒829-0105

坂田　幸市112274



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-73-9669

（株）渕上建設 5,000 －4003無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県柳川市吉原１番地４〒832-0085

渕上　直樹112275

TEL 092-986-2998

木村通信開発（株） 3,000 －4001無法

電１通１
福岡県糟屋郡篠栗町中央５－１４－６〒811-2417

木村　克伸112276

TEL 092-707-0270

（株）那の川建設 20,000 －4001無法

建２内２
福岡県福岡市東区香椎駅前１－８－１４－４階〒810-0013

中村　覚112277

TEL 092-738-0322

（株）チクモク 30,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市中央区天神三丁目１０番２７号天神チクモクビル８階〒810-0001

加藤　重信112278

TEL 0949-22-6498

（株）比山工建 5,000 －4004無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字永満寺２５９８－３〒822-0005

比山　伸一112279

TEL 0947-72-8077

（株）芹建設 10,000 －4009無法

土１建１大１と１舗１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１９８５〒827-0003

松岡　征治112280

TEL 0946-74-2926

（株）トクノ・ソウケン 5,000 －4006無法

土１と１舗１水１解１
福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓１９２５－１〒838-1602

小野　修三112281

TEL 092-692-6396

（株）明広建設 1,000 －4001無法

土１
福岡県糟屋郡久山町大字久原２６０７－９〒811-2501

花田　幸一112282

TEL 093-245-4455

（株）リスタイル 5,000 －4008無法

建１
福岡県中間市中央５－９－１３〒809-0030

松尾　信博112283

TEL 093-967-8130

ＴＫ工業 －4005無個

板１
福岡県京都郡苅田町若久町１－７－８〒800-0302

武内　優一112284

TEL 092-582-8437

（株）松田建装 1,000 －4011無法

塗１防１
福岡県春日市昇町５－９８〒816-0851

松田　亮112285

TEL 092-710-3588

（株）ガイシス 1,500 －4011無法

管１
福岡県那珂川市片縄８－１００フラットビル１０３〒811-1201

宅間　剛112286

TEL 092-952-4350

丹後設備工業（株） 5,000 －4011無法

管１機１消１
福岡県那珂川市片縄１－８５－２〒811-1201

丹後　光晴112287
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福岡県
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TEL 0942-55-5406

（合）タケムラ建設 5,000 －4007無法

土１と１
福岡県筑後市大字常用５４６－１〒833-0016

嶽村　英利112288

TEL 092-947-0407

山王製材所 －4001有個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗３０１２〒811-2405

入江　伸吾112290

TEL 092-962-4648

宮﨑鉄筋工業 －4001無個

筋１
福岡県糟屋郡新宮町湊３５－５〒811-0116

宮﨑　伸司112291

TEL 092-609-9934

（株）Ｓ．Ｋ砂川 1,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市東区名子３－１８－１６〒813-0024

砂川　登志男112292

TEL 092-335-2068

（株）城本工業 1,000 －4001無法

防１
福岡県糸島市前原中央２丁目１０－３２山伝ビル２－Ｂ〒819-1116

城本　真樹112294

TEL 093-681-0030

（株）廣電 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区前田１－９－１３〒805-0069

竹村　了112295

TEL 093-701-6690

ミネワ工業（株） 1,000 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚５００－１〒811-4213

安部　貴幸112296

TEL 092-984-3324

小野原建設（株） 10,000 －4001無法

解１
福岡県福岡市博多区東那珂３－１－３－２Ｆ〒812-0892

小野原　順一112297

TEL 0949-23-1321

（株）美松建設 5,000 －4004無法

土１と１舗１水１解１
福岡県直方市大字下境２１９２〒822-0007

松本　春香112298

TEL 0948-43-8411

（株）渡邊 5,000 －4010無法

土１建１
福岡県嘉麻市桑野１５０－１〒820-0313

渡邊　康生112299

TEL 093-967-1104

佐藤樹脂化工 －4008無個

塗１
福岡県北九州市小倉北区熊谷４－４－１９〒803-0864

佐藤　勝112300

TEL 093-751-1416

（有）ダイリン 3,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市若松区北浜２－４－１２〒808-0023

月原　恒夫112301

TEL 093-372-5501

サクラ電工サービス －4008有個

電１
福岡県北九州市門司区中二十町１１－７〒800-0023

折小野　直人112302
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TEL 092-985-8543

（株）ジャパンネットワークス 1,500 －4011有法

電１
福岡県大野城市仲畑２－８－１９〒816-0921

形山　友一112304

TEL 092-752-0920

（株）ＮＩＳＨＩＹＡＭＡ 30,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市中央区荒戸１－３－２０－８階〒810-0062

泉　幸一112305

TEL 0940-72-6115

（合）かねみつ 10 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県宗像市光岡９５２－１０２〒811-3414

赤崎　智佳112306

TEL 0947-63-2179

（株）司工業 5,000 －4009無法

大１
福岡県田川郡大任町大字今任原３９２４〒824-0511

河津　勇司112307

TEL 0947-22-6220

みずさき塗装 －4009無個

塗１
福岡県田川郡福智町伊方９８７－１〒822-1211

水﨑　勝久112308

TEL 0949-32-8111

（株）ツバサ 500 －4004有法

鋼１
福岡県宮若市鶴田１５３３－１１〒823-0002

末次　誠二112309

TEL 0942-47-1929

吉岡組 －4002有個

土１
福岡県久留米市草野町吉木２４６１－２〒839-0836

吉岡　勝城112310

TEL 092-501-1910

（株）江藤工務店 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市南区日佐３－１０－１８〒811-1313

江藤　文博112311

TEL 092-555-8985

（株）信誠 5,000 －4011無法

塗１
福岡県那珂川市中原１－３０－２０３〒811-1213

松原　信介112312

TEL 0944-87-8756

井口建設 －4003無個

建１
福岡県大川市大字紅粉屋５４３－１〒831-0044

井口　重則112313

TEL 0944-32-9688

トラスト仮設（株） 1,800 －4003無法

と１
福岡県柳川市西浜武１０５－１〒832-0081

北原　幸生112314

TEL 092-555-4617

ＴＳＵＲＵＭＯ －4001無個

内１
福岡県福岡市南区皿山１－２－１０〒811-1365

鶴元　泰隆112315

TEL 092-474-1219

クールライン（株） 80,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県福岡市博多区博多駅東３－１－２９〒812-0013

大迫　基弘112316
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TEL 092-511-9070

木下設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区柳河内１－３－５－４０５〒815-0063

木下　敏彦112317

TEL 092-523-6420

（有）ノーチラス潜水 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区高宮２－６－１５－２０７〒815-0083

伊藤　貞二112318

TEL 093-602-0242

山機（株） 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区力丸町２１－１８〒807-0802

山本　活義112319

TEL 093-280-3543

オーサワホーム（株） 1,000 －4008有法

建１解１
福岡県北九州市門司区下二十町８－３－２０２〒800-0028

大澤　哲也112320

TEL 0940-25-0038

桜ランドスケープデザイン －4008有個

園１
福岡県福津市中央１－３－１－６０５〒811-3217

高田　大介112321

TEL 0947-62-2135

山﨑建設 －4009無個

土１と１水１解１
福岡県田川郡赤村大字赤７８５８〒824-0431

山﨑　大作112322

TEL 092-210-2111

（株）サンテック電工 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区田村５－２６－８－１〒814-0175

古閑　健太郎112323

TEL 093-581-5534

エムティック工業 －4008無個

塗１防１内１
福岡県北九州市小倉北区菜園場１－１－３５〒803-0823

室井　照弘112324

TEL 093-581-8786

村井工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区南丘１－１０－３〒803-0863

村井　研治郎112325

TEL 093-475-1923

湧登 －4008有個

管１
福岡県北九州市小倉南区中曽根６－１０－２５〒800-0222

木登　勇司112326

TEL 093-482-2814

平松港湾建設（株） 5,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉北区京町４－６－１８〒802-0002

渡部　剛士112327

TEL 093-616-7239

（株）九鶴 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区黒崎２－４－１１－２－Ａ〒806-0021

本田　甲平112328

TEL 093-287-7176

将進工業（株） 2,000 －4005有法

土１と１舗１し１水１解１
福岡県京都郡苅田町富久町２－２－１〒800-0352

卯野　将之112329
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TEL 092-574-3168

（合）グローバルメンテナンス 2,500 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区井相田二丁目１０番２８号〒812-0881

牛島　浩112330

TEL 092-922-0770

（株）ライフテック 10,000 －4011無法

土１建１舗１
福岡県太宰府市青山３－３１－８〒818-0121

志岐　惇一112331

TEL 092-404-8003

（有）福岡電子工業 3,000 －4011無法

電１
福岡県春日市日の出町７－７２－１〒816-0873

瀬戸口　博文112332

TEL 0947-28-5851

徳川組 －4009無個

大１
福岡県田川郡福智町赤池５２５－４〒822-1101

徳川　兼教112334

TEL 092-260-9901

ガゼルコーポレーション（株） 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区吉塚３－７－１８〒812-0041

尾﨑　葉子112335

TEL 092-726-2567

エースクリーン（株） 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区鳥飼１－４－５８－５０６〒810-0053

坂東　武志112336

TEL 092-935-4356

貞方天装 －4001無個

内１
福岡県糟屋郡志免町王子１－１９－２〒811-2209

貞方　和信112337

TEL 092-761-0363

（株）ツバメガスフロンティア 50,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市中央区渡辺通３－１－１０〒810-0004

寺田　光一郎112338

TEL 093-571-2191

（株）アルファオール 1,000 －4008無法

土１建１管１
福岡県北九州市小倉北区清水１－１４－３〒803-0841

川浪　治112339

TEL 093-616-9905

（有）トータルサポートシステム 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町２－３３－１０１〒806-0041

岸野　拓郎112340

TEL 093-882-1553

三勝電機（株） 25,000 －4008無法

電２通１消１
福岡県北九州市戸畑区千防３－２０－１６〒804-0081

小城　和雄112341

TEL 093-245-8802

常新工業 －4008無個

機１
福岡県中間市朝霧４－２０－１－２０１〒809-0037

山本　常行112342

TEL 092-558-0329

（株）博多技建 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市博多区三筑二丁目１０－２４－１０６〒812-0887

肥山　洋112343
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福岡県
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TEL 0944-63-8228

古賀窯業（株） 10,000 －4003有法

タ１
福岡県みやま市瀬高町文廣２０４６－１〒835-0022

古賀　芳幸112344

TEL 093-571-3232

（株）アプロステーション 10,000 －4008有法

電１機１
福岡県北九州市小倉北区日明５－３－３〒803-0831

内田　剛112345

TEL 092-935-1231

（株）ビーエフケー 10,000 －4001有法

機１
福岡県糟屋郡志免町志免３－１３－１２〒811-2202

谷口　幸男112346

TEL 092-553-1571

（株）エイチ・スケール 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区皿山２－８－１４〒811-1365

波多江　光德112347

TEL 092-558-7766

（株）ブロック警備 10,000 －4001有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市南区井尻５－４－１３－２０２〒811-1302

岩下　弘美112348

TEL 093-751-2342

中西技研 －4008無個

絶１
福岡県北九州市若松区浜町１－４－７〒808-0024

中西　繁112349

TEL 0948-72-4051

グリーンサービス産業（株） 5,000 －4010無法

土１園１
福岡県飯塚市内野１３９６〒820-0706

藤井　邦利112350

TEL 0948-43-9550

京栄テック（株） 3,000 －4010無法

電１
福岡県嘉麻市牛隈１８７４－１〒820-0301

大里　良恵112351

TEL 0930-52-0303

（有）光和建設 10,000 －4005有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県築上郡築上町大字安武１０１５－８〒829-0111

元島　義和112352

TEL 0947-44-8488

　原興業 －4009無個

筋１
福岡県田川市大字伊田５１１－７〒825-0002

　原　大祐112353

TEL 093-482-5814

（有）明豊電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区中央３－６－４〒805-0019

堀上　優112354

TEL 092-432-0677

（株）エイプラス 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－４－１２〒812-0016

小野　泰彦112355

TEL 092-542-5221

ダイ・デンキ －4001無個

電１通１
福岡県福岡市城南区樋井川３－４１－７〒814-0153

楠根　大輔112356
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TEL 093-701-7988

（株）ＮＥＯ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 5,000 －4008無法

管１鋼１
福岡県北九州市若松区南二島１－６－１４〒808-0109

荒木　知成112357

TEL 093-482-3703

（株）岩崎電気 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区神岳１－１－９〒802-0045

岩崎　泰明112359

TEL 0944-58-0524

（株）まつお工務店 7,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市大字白銀３５３－１〒837-0912

松尾　徹112360

TEL 093-616-0971

（株）みき住建 1,000 －4008無法

大１左１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県北九州市小倉北区金鶏町１０－２４－２０４〒803-0843

細川　克己112361

TEL 092-595-1411

（株）旭商会 10,000 －4011有法

管１
福岡県大野城市平野台２－２１－１〒816-0972

出村　孝洋112362

TEL 092-501-4001

（株）ＫＯＴＯＢＵＫＩ 3,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市南区柳瀬１丁目８－２８〒811-1321

金本　邦夫112363

TEL 092-504-3382

（株）オフィスパレア 5,000 －4011有法

土１建１
福岡県大野城市大城３－３７－３〒816-0911

大熊　雅幸112364

TEL 092-262-8611

（株）建商 40,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市博多区下川端１－１〒812-0027

田中　智之112365

TEL 092-986-3788

（株）西嶋電業 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区姪の浜３－３１－１３〒819-0002

西嶋　大輔112367

TEL 092-555-6558

（株）ＲＥＤＥＣＯ　ＨＯＭＥ 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区柳河内２－６－９６－１〒815-0063

深田　篤史112368

TEL 092-203-0278

一龍建築（株） 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区東入部８－８－４７〒811-1102

肥田　朋典112369

TEL 092-710-9350

（株）ネクストエイチ 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区和白５－４－２〒811-0202

宝来　修112370

TEL 0949-52-7719

総和工業（株） 5,000 －4004無法

土１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２３２７－１〒807-1312

浅田　重男112371
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TEL 092-210-0150

鶴山工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市中央区今泉２－２－１４－１０６〒810-0021

鶴園　浩志112372

TEL 0942-27-4411

加藤瓦工事店（株） 5,000 －4002無法

屋１
福岡県久留米市荒木町藤田１２２６－２１〒830-0064

加藤　隆心112373

TEL 093-234-2272

（有）田中工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水３－４－１９〒806-0051

田中　友之112375

TEL 092-588-4211

西日本総建（株） 3,000 －4001無法

土１建１と１
福岡県福岡市博多区麦野６－１４－４〒812-0882

中村　政義112376

TEL 092-584-9089

（株）ダイニチ 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市博多区麦野１－３０－１７－５０３〒812-0882

吉田　一男112377

TEL 0947-63-4919

大日建築工業 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡大任町大字今任原３６３９－１２〒824-0511

丹村　康秀112378

TEL 0947-26-3883

幸生産業 －4009無個

板１
福岡県田川郡糸田町北区２８２４〒822-1311

吉田　雅也112379

TEL 093-282-4380

平島塗装店 －4008無個

塗１
福岡県遠賀郡岡垣町旭台５－８－７〒811-4215

平島　秀明112380

TEL 093-741-3609

竹野組 －4008無個

土１建１大１と１管１舗１園１
福岡県北九州市若松区青葉台南２－６－１１〒808-0142

竹野　眞行112381

TEL 093-883-9367

豊伸工業（株） 5,000 －4008無法

と１管１鋼１機１
福岡県北九州市戸畑区牧山海岸３－２６〒804-0077

岩田　耕二112382

TEL 092-775-2263

松信（株） 1,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市平野台２－１１－８〒816-0972

松生　康信112383

TEL 092-692-2426

（株）ケイテック 500 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡新宮町花立花１－５－７〒811-0103

北　輝彦112384

TEL 092-804-4965

野田板金 －4001無個

屋１板１
福岡県福岡市早良区脇山２－６－５〒811-1111

野田　義昭112385
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TEL 092-504-5537

Ｈｉｇａ建築工房 －4001無個

建１大１内１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２－２４〒812-0863

比嘉　正史112386

TEL 092-691-5163

（有）村田工業 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区名子３－１１－１０〒813-0024

村田　豪112387

TEL 092-981-3199

（株）吉井塗装工業 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区姪の浜６－８－２８〒819-0002

吉井　晶悟112388

TEL 0948-80-5250

竹森重量テクノサービス －4010無個

機１
福岡県飯塚市大分１５３９－２〒820-0712

竹森　新一112389

TEL 0949-25-7330

（株）関谷 3,000 －4004無法

大１左１と１タ１鋼１塗１防１内１
福岡県直方市殿町１１－３６〒822-0017

関谷　竜二112390

TEL 093-931-8089

（株）和泉電気計装 1,000 －4008無法

電１消１
福岡県北九州市小倉南区八幡町１５－２０〒807-1112

松浦　博112391

TEL 092-873-5702

アステリア －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区加茂１－１３－４－２〒814-0164

中嶋　淳112392

TEL 092-292-3978

ＴＩＳ（株） 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区半道橋２－７－２５〒812-0897

山﨑　大士112394

TEL 092-210-6866

（株）グリット 20,000 －4001有法

土１建１と１鋼１
福岡県福岡市南区塩原３－１３－１６〒815-0032

髙垣　陽一112395

TEL 092-566-0665

イワヰ産業（株） 5,000 －4001有法

土１と１電１舗１塗１解１
福岡県福岡市南区老司１－１８－３１〒811-1346

岩井　晴美112396

TEL 092-928-4598

（株）伊藤建設 5,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県太宰府市御笠１－１－１１〒818-0110

伊藤　敏行112397

TEL 0925-586-9067

（株）共和電設 1,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市平野台２－１０－１〒816-0972

近藤　臣昭112398

TEL 0979-83-2573

くしの創建 －4005有個

土１舗１
福岡県豊前市大字今市１４４－２５〒828-0062

久志野　則子112399
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TEL 0942-27-7456

（株）ＫＨ 5,000 －4002無法

と１塗１
福岡県久留米市下高橋３４９１〒830-1225

小宮　寿和112400

TEL 0944-88-9189

（株）四ツ山工業 3,000 －4003無法

と１解１
福岡県大牟田市姫島町３８－７姫島ビル２０－Ｃ〒836-0056

梅﨑　早紀112401

TEL 0942-55-8170

（株）アップ 1,000 －4002無法

土１と１し１解１
福岡県久留米市城島町楢津４６７－１〒830-0211

江上　淳一112402

TEL 0948-72-1221

一工業 －4010無個

と１
福岡県飯塚市大分１０２７－６〒820-0712

今村　一112403

TEL 0947-82-1856

（株）カワゴエ 5,000 －4009無法

建１
福岡県田川郡添田町大字庄１９５６〒824-0601

川越　直人112404

TEL 0940-62-6345

（株）イノウエアーキテクツ 500 －4008無法

内１
福岡県福津市畦町４５０－１３〒811-3202

井上　隆一112405

TEL 093-616-8737

（株）ルフテック 1,000 －4008無法

土１電１管１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区黒崎４－１－７－３階〒806-0021

森川　樹里112406

TEL 093-482-2526

ブライト工業（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区高野４－１６５０－３〒803-0275

鑪野　哲也112407

TEL 093-280-6084

松本工業 －4008無個

機１
福岡県北九州市小倉北区三萩野１－４－１４－８０７〒802-0065

松本　隆志112408

TEL 093-223-1890

ハマサキ建設 －4008無個

大１
福岡県遠賀郡芦屋町浜口町８－１９－２〒807-0132

濵崎　航112409

TEL 092-710-1373

（株）マルマツ工務店 5,000 －4011無法

建１
福岡県太宰府市水城１－２１－１０〒818-0131

松本　英治112410

TEL 0946-24-8820

一木興業 －4006無個

大１
福岡県朝倉市一木９６６－１エクセレント２２Ｓ棟〒838-0068

一木　昭彦112411

TEL 092-595-5339

インテリアイノウエ －4011無個

内１
福岡県大野城市月の浦３－１６－１０〒816-0983

井上　紀幸112412
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TEL 0946-72-2100

（株）オオクラ 1,000 －4006無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山６４０６－６〒838-1701

大藏　善秀112413

TEL 092-710-3525

アーキコネクト（株） 1,000 －4011無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県太宰府市御笠１－６－１６〒818-0110

三次　浩明112414

TEL 092-586-8240

（株）拓伸 5,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市畑ケ坂１－８－７〒816-0982

松本　拓磨112415

TEL 092-585-1870

（合）耀 300 －4011無法

大１と１
福岡県春日市岡本１－１１５－１〒816-0861

坂口　豊112416

TEL 0942-65-5662

電信エンジニアリング（株） 1,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市東合川４－１－４７〒839-0809

上村　一将112417

TEL 0942-65-0363

冨森電設（株） 5,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市三瀦町玉満３３６６－１９〒830-0112

竹下　渡112418

TEL 092-407-2235

（株）江藤建装 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市早良区野芥７－７－２８〒814-0171

江藤　聡志112419

TEL 092-410-7477

（株）ＮｏＤａ設備 3,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳５－９－２８〒811-2127

野田　誠二112420

TEL 092-831-7210

（株）サンエイ工房 5,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市早良区昭代２－２－２０－３０３〒814-0012

伊藤　照義112421

TEL 092-710-5232

大橋空調（株） 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区堅粕４－２４－１８安武ビル１Ｂ〒812-0043

大橋　和英112422

TEL 092-981-2989

（株）山口設備工業 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１１番１６号サンライズイケダビル１０２〒812-0006

廣田　芳幸112423

TEL 092-651-1118

（株）Ｅ－ＳＴＡＲＴ 2,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区馬出２－５－２０〒812-0054

小川　剛史112424

TEL 0948-22-6721

坂本建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市飯塚１０－６〒820-0041

坂本　久利112426
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TEL 0948-43-8695

翔志園 －4010有個

園１
福岡県嘉麻市大隈８８２〒820-0304

齊藤　嗣人112427

TEL 093-967-7096

トータルハウジング（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘１－６－２１〒803-0827

藤野　智之112428

TEL 093-967-0609

新成空調工業（株） 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区長野１－１４－１〒800-0228

田村　新哲112429

TEL 093-962-2728

大徳工業 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区徳吉東１－１５－７－１０１〒803-0277

大畑　徳弘112430

TEL 093-611-3350

トータルリフォーム夢工房 －4008無個

土１建１と１管１舗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯２－１２－１８〒807-0876

藤木　千鶴子112431

TEL 093-287-5354

コバケン －4008無個

建１
福岡県遠賀郡水巻町二東２－７－１８〒807-0054

小林　雄一112432

TEL 093-982-1148

心建設（株） 5,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区楠木１－５－１０〒807-0827

立石　忠密112433

TEL 0948-24-3070

（株）デイ・ワン 3,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市伊岐須４６１－９〒820-0053

岡部　慎吾112434

TEL 092-504-5528

（有）佐藤石材店 500 －4011無法

土１石１
福岡県大野城市川久保１－９－１８〒816-0905

佐藤　文昭112435

TEL 092-555-9232

（株）ＡＣＴ 4,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区東光寺町１－１１－７〒812-0896

倉村　正輝112436

TEL 092-986-2603

（株）大優ホーム 2,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡宇美町光正寺２－８－２２〒811-2123

市川　保仁112437

TEL 092-322-1612

エコルコーポレーション －4001無個

と１
福岡県糸島市前原中央１－５－３３〒819-1116

岩永　数昭112438

TEL 092-707-7944

（株）ハートテック 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市早良区曙２－１１－２３〒814-0004

二木　修112439
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TEL 092-732-3151

リノベスタイル福岡（株） 6,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区大名２－１１－１９〒810-0041

坂口　敬司112441

TEL 093-761-5267

（株）オガワ 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市若松区上原町９－６〒808-0015

小川　真市112442

TEL 093-951-8031

とりごえ建築工房 －4008無個

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区熊本１－１０－１６〒802-0044

鳥越　健正112443

TEL 093-777-4387

（株）鐵信． 5,000 －4008無法

と１鋼１機１解１
福岡県北九州市小倉南区中吉田一丁目２番１号〒800-0204

竹川　広信112444

TEL 093-873-0066

末永建装（株） 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－４－１６〒804-0031

末永　拓馬112445

TEL 092-926-1119

ペイント工房 －4011無個

塗１
福岡県筑紫野市大字山家２７０３－２〒818-0003

原口　泰司112446

TEL 092-980-7320

（株）福樹 2,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区東那珂２－４－１０〒812-0892

福永　樹112447

TEL 092-407-9892

（株）ＲＥＶＬＩＭＩＴ 5,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市西区太郎丸１－５－３〒819-0384

中村　寿則112448

TEL 092-292-8605

ＭＵＣ（株） 6,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１０－３５〒812-0013

髙椋　潤一郎112449

TEL 092-334-1613

（株）ＡＰＰＲＥＣＩ 5,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市二丈武３２３－１０〒819-1616

上川　保志112450

TEL 092-596-9878

宮本電設 －4011無個

電１通１
福岡県春日市惣利５－１０５〒816-0813

宮本　俊児112451

TEL 092-408-9878

ユナ防災システム（株） 3,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市南区和田４－１０－２〒811-1343

酒井　龍一112452

TEL 092-517-1750

エヌティ建設 －4001無個

大１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石６８－１７４－１０１〒811-2221

中山　哲也112453
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TEL 092-651-1108

（株）Ａグランド工業 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区千代３－１７－４－１０４〒812-0044

麻生　竜二112454

TEL 0942-72-6556

稲益設備 －4002無個

管１
福岡県小郡市二森１７３－３〒838-0126

稲益　秀明112455

TEL 0944-86-4708

岡塗装工業（株） 10,000 －4003無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県大川市大字三丸２０７６－５〒831-0026

岡　一紀112456

TEL 092-534-8900

（株）ワット 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区大楠２－１６－１７友広ビル１０３〒815-0082

渡邊　隆志112457

TEL 092-410-7328

（株）明優工業 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区雁の巣２－３０－２９〒811-0206

岡　直樹112458

TEL 093-701-9729

（株）河口工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚１３１２－２〒811-4213

河口　浩志112459

TEL 0940-62-5501

東設（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県福津市宮司２－１３－２５〒811-3305

宮本　聡子112460

TEL 093-533-5012

（株）羽衣 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区赤坂３－６－１０－１０６〒802-0032

安田　哲也112461

TEL 0930-55-2025

一心工業 －4005無個

大１
福岡県行橋市大字道場寺７３７－１〒824-0026

丸山　太一112462

TEL 092-574-7580

（株）大和 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区的場１－１４－１－４０３〒811-1314

折田　満宏112463

TEL 092-927-0347

ＴＲＳ（株） 3,000 －4011無法

内１
福岡県筑紫野市大字山家４６５９－９〒818-0003

遠山　富男112464

TEL 092-871-8477

（株）フォルムアップ 1,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市城南区堤１－９－１－１〒814-0151

倉元　祥多112466

TEL 092-473-5268

（株）アシストシステム開発 2,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区比恵町１－１８－５０５〒812-0014

入江　沢112467
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TEL 0947-23-2220

バンテクノ －4009無個

管１
福岡県田川市大字奈良１１６－１－２〒826-0043

持丸　達也112468

TEL 0948-21-5563

（株）リビングデザイン 2,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市楽市１３９－１〒820-0074

森　美朗112469

TEL 0948-62-3557

坂本建工（株） 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県嘉麻市下臼井１１９４〒820-0504

坂本　達也112470

TEL 0942-80-8700

（株）男設 1,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市山川安居野３－７－２５〒839-0812

田川　雅章112471

TEL 0944-73-0430

大曲建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市吉原１７２－２〒832-0085

大曲　整司112472

TEL 0949-42-7540

（株）三新建設 50,000 －4004有法

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２４２０－１〒807-1312

渡邊　和美112473

TEL 0949-28-8545

（株）ジャパンゲートパワー 10,000 －4004有法

建１
福岡県直方市大字知古７７１－９〒822-0022

原田　大助112474

TEL 0942-26-5551

アサヒ通信（株） 3,000 －4002無法

通１
福岡県久留米市荒木町荒木１６８３－３〒830-0063

田中　浩一112475

TEL 0942-30-8187

（株）ＧＲＡＦ 1,000 －4002有法

土１建１と１舗１
福岡県久留米市合川町１７２０－７〒839-0861

西口　博樹112476

TEL 0942-37-2145

サンワールド（株） 10,000 －4002有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県久留米市諏訪野町２５７０－１〒830-0037

駒津和　忠利112477

TEL 092-953-7300

久保田工務店 －4011無個

建１
福岡県那珂川市大字埋金７７５－４〒811-1232

久保田　幸弘112478

TEL 092-574-7522

中西建築工房 －4011無個

建１
福岡県春日市泉３－８８〒816-0853

中西　尊徳112479

TEL 092-920-1004

（株）トータル・ホーム 3,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市大字牛島２８５－１〒818-0014

伊藤　智史112480
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TEL 092-400-6418

（株）幸和 50,000 －4001有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県糟屋郡志免町別府北１－１－１０〒811-2233

西田　修一112481

TEL 092-409-5667

川上商事 －4001無個

機１
福岡県福岡市東区多の津５丁目３２３２－２０１〒813-0034

川上　寛志112482

TEL 092-803-2027

ＭＩＺＵ工房 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区石釡唐ノ原３２－２９〒811-1132

水谷　勝利112483

TEL 092-692-9793

大石工業（株） 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２５５－５〒811-2112

和田　真志112484

TEL 093-644-8627

（株）九州産業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－１－２〒806-0045

古藤　静二112485

TEL 093-751-0317

（株）河野組 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市若松区本町２－１２－１７〒808-0034

河野　辰紀112486

TEL 093-582-7712

（株）サン総合 3,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉北区東港１－６－１〒803-0802

上田　陽一112487

TEL 093-962-2299

関屋工業所 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区南方１－１６－３０〒802-0976

大森　誠二112488

TEL 093-602-8811

東組 －4008有個

土１と１石１舗１水１
福岡県北九州市八幡西区則松７－１０－２〒807-0831

東　鉄雄112489

TEL 093-202-4384

ライフサポート －4008無個

管１
福岡県遠賀郡水巻町中央１０－１４〒807-0023

小川　悦子112490

TEL 093-980-8145

（株）ＯＷＮＥＲＳ　ＣＬＵＢ 10,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区熊西１－２－２５〒807-0815

岩屋　秀一朗112491

TEL 093-293-0008

宮本土木 －4008無個

土１と１石１舗１解１
福岡県遠賀郡遠賀町鬼津９６１－６〒811-4341

宮本　直史112492

TEL 093-881-4317

（株）竹内たたみ店 500 －4008無法

内１
福岡県北九州市戸畑区新池１－５－３７〒804-0082

竹内　昇112493
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TEL 092-915-0133

（株）Ｄ－ライト 1,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市南区的場１－３－３４〒811-1314

髙濱　大観112494

TEL 0944-55-5007

（株）坂田建設 2,000 －4003無法

土１
福岡県大牟田市大黒町３－５４－４〒836-0006

坂田　隆博112495

TEL 0948-72-1304

（株）畠中建設 5,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市大分１６５１－１〒820-0712

畠中　末雄112496

TEL 0948-22-9711

木村吹付塗装 －4010無個

塗１
福岡県飯塚市南尾６５－４〒820-0072

木村　雄一112497

TEL 0930-24-7387

入江建設（株） 5,000 －4005無法

土１建１大１と１石１舗１し１内１水１
福岡県行橋市大字辻垣５９－３〒824-0028

入江　英文112498

TEL 0930-32-4939

（株）ＳＫＩＴ 5,000 －4005無法

板１
福岡県京都郡みやこ町勝山松田９９７－４〒824-0802

杉元　司112499

TEL 0948-43-9697

米本総建 －4010無個

と１
福岡県飯塚市楽市５８１－２〒820-0074

米本　昌昭112500

TEL 092-483-6090

（株）テクニカルアドバンス 30,000 －4001無法

建１電１
福岡県福岡市博多区那珂３－２２－３１〒812-0893

石橋　克己112501

TEL 092-400-1828

永井内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市西区横浜２－２６－１５〒819-0166

永井　哲平112502

TEL 092-739-7131

ＳＡＳ重設（株） 5,000 －4001無法

電１機１消１
福岡県福岡市中央区那の津４－４－３〒810-0071

城戸　士朗112503

TEL 092-683-0737

吉武タイル工業 －4001無個

タ１
福岡県福岡市東区柗香台１－１２－７〒813-0004

吉武　栄二112504

TEL 092-781-7306

（株）富士エコ研究開発 60,000 －4001有法

塗１防１
福岡県福岡市中央区天神２－１４－８〒810-0001

崎田　康一112505

TEL 0947-45-8825

（株）九州エコ・シティ 5,000 －4009有法

土１と１舗１
福岡県田川郡川崎町大字安眞木５６８７〒827-0001

荒木　太一112506
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TEL 0949-28-7262

西郡工務店 －4004無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県直方市大字感田２６８５－３〒822-0001

西郡　政行112507

TEL 0948-43-4008

（株）エイト 5,000 －4010有法

土１
福岡県嘉麻市西郷８４３－１８〒820-0505

川野　洋司112508

TEL 0948-62-2882

（株）大貴道路 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県嘉麻市飯田７４〒820-0501

山下　峯生112509

TEL 0979-72-4008

（株）中本設備工業 3,000 －4005無法

管１
福岡県築上郡上毛町大字八ツ並１４－８〒871-0903

中本　博光112510

TEL 093-293-5538

（株）宮﨑建設 5,000 －4008無法

大１
福岡県中間市東中間２－５－２０〒809-0019

宮﨑　俊一112511

TEL 093-244-8322

（株）ＰＩＴ 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県中間市通谷１－３１－６〒809-0018

田中　義幸112512

TEL 093-622-5275

奥本塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区割子川２－８－５－１０１〒806-0064

奥本　信之112513

TEL 0942-78-4136

荒巻畳店 －4002無個

内１
福岡県久留米市北野町今山９４５－２〒830-1122

荒巻　勝好112514

TEL 0942-27-2300

（株）井上工業 10,000 －4002無法

土１管１舗１水１
福岡県久留米市荒木町白口２３９８－１〒830-0062

井上　智香112515

TEL 0944-63-2336

（株）ショウエイ 1,000 －4003無法

土１建１
福岡県みやま市瀬高町大廣園１０８９－３〒835-0012

松尾　求112516

TEL 0944-88-9604

（株）柳川工業 5,000 －4003無法

と１
福岡県柳川市久々原７３２－３〒832-0086

下川　博通112517

TEL 0942-53-5235

（有）九十九板金工業所 4,000 －4007無法

屋１板１
福岡県筑後市大字山ノ井２０３番地の２コスモ筑後６０８号〒833-0031

豆塚　忠和112518

TEL 0943-32-2486

（株）ソレアート 1,000 －4007無法

タ１
福岡県八女郡広川町新代１２７３－１９〒834-0115

柿野　勉112519
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TEL 092-936-4201

（株）祐建設工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡志免町田富５〒811-2204

村岡　祐輔112520

TEL 092-980-5066

クボヤマ商会 －4001無個

土１と１解１
福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦１－８－２１〒811-2310

久保山　繁112521

TEL 092-932-2422

（株）ダスメルクリーン 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡宇美町井野１２５－４〒811-2104

森　大輔112522

TEL 092-414-4223

（株）タクマ 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区山王１丁目１５－３〒812-0015

安河内　琢磨112523

TEL 092-823-1186

ハマセイ －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区西新１－１－２７〒814-0002

濱口　政成112524

TEL 092-872-8160

（株）エイキュウ建装 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市早良区西入部２－１２４〒811-1121

入江　永久112525

TEL 092-836-7636

（株）田熊電気 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区田村２－１２－１４〒814-0175

田熊　秀成112526

TEL 092-836-6662

北里建装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区田隈１－３５－８〒814-0174

北里　旭112527

TEL 092-410-1313

カワデン（株） 5,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区多々良１－３５－１０〒813-0033

川内　猛史112528

TEL 092-504-4520

（有）森商 5,000 －4011有法

内１
福岡県大野城市御笠川６－２－１７〒816-0912

山本　博秋112530

TEL 0946-23-8787

（株）研正建設 3,000 －4006無法

土１と１舗１
福岡県朝倉市小隈３０６－１〒838-0052

落田　研二112531

TEL 092-571-8867

（株）フルケン 1,000 －4001無法

舗１
福岡県福岡市博多区板付２－１２－１４〒812-0888

古谷　直樹112532

TEL 092-292-8017

空間建築店 －4001無個

建１
福岡県福岡市博多区板付１－９－２１〒812-0888

松山　恵一112533
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TEL 092-588-3502

（株）ヒロトミ 1,000 －4011無法

内１
福岡県春日市小倉５－１４９〒816-0824

弘川　勝宏112534

TEL 092-531-8769

カバロスタジオ －4001無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区曰佐２－２７－２７－１０３〒811-1313

坂田　竜馬112535

TEL 0979-82-1951

池田建設 －4005無個

建１
福岡県豊前市大字久路土２９２－２〒828-0048

池田　知績112536

TEL 092-952-4462

田村鐡筋工業 －4011無個

筋１
福岡県那珂川市西隈４３１－１〒811-1242

田村　敬司112537

TEL 092-952-3958

（株）ＳＰＲＩＮＧ 1,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市道善１－９９－４〒811-1254

春崎　龍郎112538

TEL 092-410-5081

（株）小島内装 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈３９９－１〒811-2301

小島　光112539

TEL 093-961-1131

（有）仮屋工業 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉南区徳力４－４－７－１１０５〒802-0974

假屋　功112540

TEL 093-953-6588

（株）ユウセイ建装 3,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区津田南町１２－１１〒800-0248

久恒　清志112541

TEL 092-555-4271

（株）プロムレット 6,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市南区清水１－１５－１２－１Ｆ〒815-0031

豊島　知112542

TEL 092-692-8693

（株）ケイテック 1,000 －4001無法

土１と１管１水１
福岡県糟屋郡新宮町大字新宮３２〒811-0115

桐島　ひとみ112543

TEL 092-982-0035

Ｈｉ－電設ＥＮＧ（株） 5,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市西区野方４－２０－１１〒819-0043

日髙　貴義112544

TEL 092-292-9300

（株）エム・イー・コーポレーション 6,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市東区松島３－２４－２５〒813-0113

水川　博112545

TEL 092-952-8626

（株）糸山硝子店 5,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市片縄５－１８１－２〒811-1201

糸山　満男112547
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TEL 092-555-7912

（株）大正工業 2,000 －4011無法

鋼１
福岡県太宰府市青山２－１４－５〒818-0121

河野　正輝112548

TEL 0930-26-2066

（株）村橋工務店 7,000 －4005無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県行橋市今井２８４９－１〒824-0015

村橋　建生112549

TEL 0947-42-8072

高陽産業（株） 5,000 －4009無法

と１塗１
福岡県田川市大字伊田１７６－３〒825-0002

岩本　厚子112550

TEL 0942-78-2536

なかがわ建設（株） 1,000 －4002無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県久留米市北野町今山９８７〒830-1122

中川　敦博112551

TEL 0943-22-8422

（株）宮﨑土木 1,000 －4007無法

土１と１解１
福岡県八女郡広川町大字広川６７０－２〒834-0121

宮﨑　彰112552

TEL 093-471-8777

（株）ｏｆｆｉｃｅ　ＳＯＮＯ 2,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区沼本町２－３－４７〒800-0208

園田　峻三112553

TEL 093-531-0054

（株）丸幸設備 10,000 －4008無法

土１と１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区大畠３－１１－２１〒802-0026

小柳　忠幸112554

TEL 093-873-1602

ニッカ環工（株） 9,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１園１水１解１
福岡県北九州市戸畑区中原新町２－１〒804-0003

甘利　正英112555

TEL 0944-55-8933

（株）ティールーム 2,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市桜町１９３〒836-0092

高野　毅112556

TEL 0942-77-0566

（有）ジー．エス．エヌ 3,000 －4002有法

左１と１電１
福岡県三井郡大刀洗町本郷４１８０〒830-1211

瀬口　良彦112558

TEL 0944-76-0281

（株）甲斐田総建 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県柳川市大和町明野９５４〒839-0251

甲斐田　里美112559

TEL 0942-43-0505

（株）幸栄産業 9,000 －4002有法

解１
福岡県久留米市御井町１７９８－２〒839-0851

豊福　幸治112560

TEL 0946-22-6210

仙寿園 －4006有個

と１園１
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２２７９－７〒838-0824

内藤　利隆112561
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TEL 092-946-3212

（株）尾塚建設 3,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県古賀市薦野１３５７〒811-3122

尾塚　将彦112562

TEL 092-806-3540

（株）浜地工業 1,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区大字元岡１５４９－２〒819-0385

濵地　健太112564

TEL 092-834-5545

（株）元村 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区早良６－３６－４５〒811-1122

元村　晋也112565

TEL 092-283-0020

（株）エレフィールド 2,000 －4001無法

電１管１消１
福岡県福岡市博多区諸岡３－２１－３９〒812-0894

荒瀬　昭彦112566

TEL 092-707-5996

（株）久木迫防災システム 5,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市城南区片江５－５２－１０－１０１〒814-0142

久木迫　誠112567

TEL 092-933-4518

モリフト設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南２－４－６〒811-2126

森　太112568

TEL 092-707-2750

（株）ＮＪ 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市中央区警固２－１６－６－５０１〒810-0023

奈良田　秀行112569

TEL 092-962-5950

江口興業 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区清水２－１－３８－１〒815-0031

江口　伸二112570

TEL 093-981-8107

（株）シンセイ 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡東区羽衣町１１－５３〒805-0042

柴田　辰慶112571

TEL 093-482-8766

（株）小川工業 5,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３４４１－１〒811-4331

小川　陽平112572

TEL 093-287-5455

古海タイル －4008無個

タ１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西１－５－１１〒807-0074

古海　良二112573

TEL 093-602-3433

（株）泉谷総合建材 5,000 －4008有法

建１左１管１
福岡県北九州市八幡西区浅川台１－２－３９〒807-0875

泉谷　勇吾112574

TEL 093-981-0456

ｍａｋｅｆｉｔ －4008有個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区長野１－７－３－３Ｆ〒800-0228

永津　美保112575
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TEL 092-573-0888

新日本フィールド（株） 10,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市博多区諸岡１－１０－６－１０２〒812-0894

酒井　友紀112576

TEL 0942-64-2616

（株）森永空調設備 6,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市三潴町玉満２１７８－１〒830-0112

森永　和興112577

TEL 0942-43-2138

（有）タシロ 3,000 －4002有法

園１
福岡県久留米市山本町耳納２９５－１〒839-0826

田代　泰久112578

TEL 092-586-9460

（株）コネクト 1,000 －4011無法

通１
福岡県那珂川市中原４－３８－Ｂ３〒811-1213

本多　優一112579

TEL 092-710-4542

ＭａｒｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（株） 5,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区馬出５－４０－１１〒812-0054

城　和也112580

TEL 092-834-7270

（株）プラウド 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区早良区昭代２－２－３０〒814-0012

岡﨑　志朗112581

TEL 092-691-7510

（株）グローアーク 5,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市東区蒲田１－１２－２〒813-0023

安部　健之112582

TEL 093-751-2276

（株）明生システム 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市若松区宮丸２－７－７〒808-0064

楢原　利夫112583

TEL 093-451-9978

鴨田造園 －4008有個

園１
福岡県北九州市小倉南区大字高津尾１９５－２〒803-0268

鴨田　智112584

TEL 0940-32-4262

添田建設 －4008無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県宗像市徳重１－６－５〒811-4164

添田　健次112585

TEL 093-742-2100

（株）心昇工業 1,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区花野路１－２－４〒808-0136

正木　克昌112586

TEL 0930-22-0215

（株）フクイ 5,000 －4005無法

土１
福岡県行橋市大字高瀬２９２〒824-0027

福井　祥二112587

TEL 0930-56-1668

興達貿易（株） 5,000 －4005有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県築上郡築上町大字高塚１３４２〒829-0331

胡　瑞112588
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TEL 092-517-8764

アイエステック（株） 6,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市西区横浜１－４７－１５〒819-0166

田中　洋二112589

TEL 092-558-3901

西和メンテナンス（株） 4,500 －4001有法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区金の隈２－１８－４１〒812-0863

深川　紀代美112590

TEL 092-942-8181

建築研究所（株） 500 －4001無法

塗１
福岡県古賀市天神７－２－１５〒811-3101

竹下　俊輔112591

TEL 092-707-4993

松永電気工事（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区百道浜３－９－３３－２００３〒814-0001

松永　安史112592

TEL 092-451-0121

（株）トキワ 80,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－４－１〒812-0016

中山　貞憲112593

TEL 092-710-3880

ツクル －4001無個

建１内１
福岡県福岡市南区塩原３－２－３８〒815-0032

宮﨑　俊彦112594

TEL 092-775-9029

川﨑建興（株） 1,000 －4001無法

と１舗１
福岡県福岡市博多区月隈１－１８－９〒812-0858

川﨑　弘太郎112595

TEL 092-718-8883

（株）アティード建築舎 5,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区舞鶴１－４－１〒810-0073

吉田　徹生112596

TEL 092-831-1244

（株）らっく商会 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区原４－２６－３５〒814-0022

原田　　112597

TEL 0942-80-0988

原電業社 －4002無個

電１
福岡県久留米市津福今町３９０－７〒830-0061

原　清隆112598

TEL 0944-86-5304

（有）ドウカイ産業 3,000 －4003有法

土１と１解１
福岡県大川市大字道海島４８－１〒831-0007

今岡　諭吉112599

TEL 093-982-2827

Ｔプラント工業 －4008無個

機１
福岡県遠賀郡岡垣町百合ヶ丘１－１１－８〒811-4229

伊藤　隆之112600

TEL 093-617-1870

ＲＫＳ（株） 3,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀨５－１５－１１〒807-1261

永末　宜久112601
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TEL 0940-43-5522

（株）赤星電設 1,000 －4008無法

電１消１
福岡県福津市中央１－１６－３〒811-3217

赤星　誠一112602

TEL 093-481-4768

リバレックス（株） 30,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区新門司３－７３〒800-0115

川本　英泰112603

TEL 092-633-2170

（株）豊誠 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区馬出２－１－７－２０２〒812-0054

澁谷　誠人112604

TEL 092-504-5170

（株）真與 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２３－１７〒812-0863

本間　悟112605

TEL 092-710-3839

白石工業（株） 5,000 －4011無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県那珂川市大字成竹４８２－６〒811-1235

白石　洋112607

TEL 092-864-5000

アクアコーディネイト（株） 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区西中洲１－１３松田ビル〒810-0002

河原　丈人112608

TEL 092-682-1320

ＭｉｗａＨｏｍｅｓ（株） 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区香椎駅前２－９－２８－１Ｆ〒813-0013

山本　洋平112609

TEL 092-716-3785

（有）ブルーズ 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市中央区地行１－１５－６〒810-0062

山下　誉昭112610

TEL 092-323-3451

（株）ファミリー電設 2,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市曽根６５８－４〒819-1561

松﨑　徹112611

TEL 092-806-2155

（株）大昇工業 1,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市西区今宿町２９４〒819-0164

鳥羽　茂則112612

TEL 092-891-7422

（株）ライフショット 20,000 －4001有法

土１建１大１と１石１屋１電１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１消１
福岡県福岡市西区拾六町４－３０－３〒819-0041

井上　昌信112613

TEL 0942-54-6166

（株）ヒロシゲ 5,000 －4002無法

建１大１内１具１
福岡県久留米市三瀦町玉満３３９８－３〒830-0112

廣重　太一112614

TEL 0942-44-0135

（株）溝田 13,500 －4002有法

電１消１
福岡県久留米市高良内町２８０７番地５〒839-0852

溝田　正樹112615
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TEL 0942-65-2328

（株）ミライ 5,000 －4002無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市三瀦町西牟田４４－３〒830-0111

尾形　信之112616

TEL 0942-65-8335

（株）ショウ・エイ 1,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市宮の陣町八丁島７－５〒839-0805

永松　剛112617

TEL 0944-54-7500

（合）松村機工 2,000 －4003無法

管１
福岡県大牟田市歴木４５６－５〒837-0924

松村　豊治112618

TEL 0944-88-8127

シマザキ技建 －4003無個

土１と１
福岡県大川市大字大野島１２６４－１〒831-0045

島崎　哲哉112619

TEL 0942-44-1076

山電 －4002無個

電１
福岡県久留米市御井旗崎２丁目１０－１２〒839-0841

山口　秀樹112620

TEL 092-980-1491

宮崎商会（株） 5,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市南区柳瀬２－６－１〒811-1321

西村　茉那112621

TEL 092-558-8606

（株）久冷機 5,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市大城５－７－７〒816-0911

中島　久貴112622

TEL 0940-52-1639

（株）令和装建 5,000 －4008無法

建１内１
福岡県福津市宮司ヶ丘２－１〒811-3312

田中　良和112623

TEL 093-980-1391

（株）伊昇建設 5,000 －4008有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県中間市岩瀬西町２１－１〒809-0041

伊吹　正和112624

TEL 0942-75-8405

（株）マルジン 5,000 －4002無法

塗１
福岡県小郡市三沢２９２８－２〒838-0106

塩川　仁112625

TEL 092-953-2341

美健産業（株） 10,000 －4011有法

管１
福岡県那珂川市片縄５－６６〒811-1201

土井　政幸112626

TEL 092-935-6604

馬渡左官 －4001無個

左１
福岡県糟屋郡志免町田富３－１－２１〒811-2204

馬渡　俊治112627

TEL 092-692-1652

（株）三友 3,000 －4001有法

土１と１
福岡県古賀市今の庄３－１－１６〒811-3117

伊藤　恭三112628
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TEL 092-942-5424

（株）平田建設 1,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市筵内１４１２番地〒811-3121

平田　敬一郎112629

TEL 0944-72-6508

馬渡組 －4003無個

左１
福岡県柳川市下宮永町５９２－６〒832-0059

馬渡　正孝112630

TEL 0930-52-1345

（株）對馬技建 3,000 －4005無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県築上郡築上町大字上別府５００－５〒829-0105

高雄　康太112631

TEL 0930-24-5256

（株）美創 3,000 －4005無法

内１
福岡県行橋市南泉３－３８－３〒824-0036

藤富　高廣112632

TEL 0979-72-3702

（株）心工業 10,000 －4005無法

土１建１と１石１舗１園１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字下唐原２１２１〒871-0923

木村　守道112633

TEL 092-474-2181

九州化工建設（株） 30,000 －4001有法

土２と２鋼２舗２塗２
福岡県福岡市博多区比恵町９－２６〒812-0014

藤澤　富雄112634

TEL 092-287-8886

（株）将光総建 5,000 －4001無法

と１
福岡県古賀市川原９１８番地〒811-3132

島田　将治112635

TEL 093-609-9688

（株）宮本工業 1,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡志免町南里２－７－３－１０１〒811-2207

宮本　勝平112636

TEL 092-525-9757

タイトレック（株） 10,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区那の川１－１１－３２〒815-0081

玉石　修介112637

TEL 092-555-4152

（株）光 3,000 －4011無法

塗１
福岡県那珂川市西畑５８０－１〒811-1246

寺田　光児112638

TEL 092-951-3511

サンエー冷機 －4011無個

管１
福岡県那珂川市片縄北２－４－２１〒822-0113

山口　勇次112639

TEL 0930-22-2877

（有）大洋産業 5,500 －4005無法

土１
福岡県京都郡苅田町大字与原１１３７－５〒800-0323

梶原　智恵美112640

TEL 0979-83-2024

（株）若電 100 －4005無法

電１
福岡県豊前市大字宇島１－２〒828-0022

若口　雄二112641



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1428頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-43-3790

大進設備 －4010無個

管１
福岡県嘉麻市下臼井１１１１－２〒820-0504

吉元　進112642

TEL 0942-25-8033

（株）トラスト美装 5,000 －4007無法

塗１
福岡県筑後市大字熊野１４１６－１０〒833-0055

中村　龍二112643

TEL 0944-76-4044

志岐建築舎 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町塩塚９４９〒839-0243

志岐　公誓112644

TEL 0943-77-7556

（株）平川木材工業 22,500 －4002有法

建１内１
福岡県うきは市浮羽町朝田５７２〒839-1401

平川　和彦112645

TEL 093-482-5986

（株）ＬＩＧＨＴＳ 5,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市八幡東区桃園２－２－２０〒805-0068

後藤　忠司112646

TEL 093-521-0107

（株）竹村建設 50,000 －4008有法

土１建１と１水１
福岡県北九州市小倉北区赤坂５－５－６２〒802-0032

内野　勝子112647

TEL 093-641-9331

福北電設興業（株） 400 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－２０－２１－３０２〒806-0045

大楠　正史112648

TEL 093-617-3522

川原畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区馬場山西３－８〒807-1132

川原　章裕112649

TEL 093-230-0472

グリーン・ライフ（株） 3,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市小倉南区横代南町５－５－１〒802-0826

立岩　司112650

TEL 093-647-4768

（株）ＡＲＴ 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区本城東１－６－１３〒807-0815

田代　泰隆112651

TEL 093-246-4341

（株）ブロス 5,000 －4008無法

建１と１内１解１
福岡県中間市朝霧３－１０－２〒809-0021

小林　聡士112652

TEL 093-661-5752

福岡理研工業（株） 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡東区前田３－８－１１〒805-0069

花田　勝次112653

TEL 092-518-7197

明心興業（株） 5,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市今光１－２５〒811-1211

宇野　一平112654
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TEL 092-558-5847

（株）友翔 10,000 －4011有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県大野城市川久保１－１７－１８オフィスパレア川久保　Ｂ〒816-0905

渡辺　友樹112655

TEL 092-585-5391

森園鉄筋 －4011無個

筋１
福岡県春日市昇町３－２４０－１０１〒816-0851

森園　徹矢112656

TEL 092-921-4488

（有）アーク 3,000 －4011無法

管１
福岡県太宰府市大字北谷７９３－１〒818-0114

和田　正道112657

TEL 092-558-4440

八谷建装 －4011無個

建１大１屋１内１
福岡県筑紫野市杉塚７－６－２１〒818-0054

八谷　智明112658

TEL 092-202-3887

（株）森田工建 300 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市城南区七隈７－３８－１５－４０８〒814-0133

森田　大作112659

TEL 092-986-3162

悠永工業（株） 5,000 －4001無法

建１電１塗１
福岡県糟屋郡新宮町上府北１－７－１６〒811-0123

山口　良二112660

TEL 092-936-1789

ユウメタル（株） 3,000 －4001無法

鋼１板１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木５６０－７〒811-2112

永嶋　徹112661

TEL 092-863-2830

松元電気 －4001無個

電１
福岡県福岡市城南区片江４－１４－１１－２０２〒814-0142

松元　佑希112662

TEL 092-935-0535

椛島グリーン －4001有個

園１
福岡県糟屋郡志免町東公園台２－６－１４〒811-2241

椛島　敏光112663

TEL 092-262-3328

（株）協和通商 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区祇園町１－４０〒812-0038

大坪　暁112664

TEL 092-201-7460

（株）新郷工業 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区生の松原２－１１－１２〒819-0055

新郷　正樹112665

TEL 092-775-4483

（株）ワイテック 5,500 －4001無法

左１
福岡県福岡市城南区片江１－７－４－１０６〒814-0142

松尾　優也112666

TEL 093-663-8228

日本エコロジー電気（株） 10,000 －4001有法

建１大１屋１電１タ１内１
福岡県福岡市東区松香台１－２３－１９〒813-0004

米満　浩和112667
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TEL 0948-26-5221

（株）ウシジマ 1,000 －4010有法

土１と１筋１舗１
福岡県飯塚市椋本６９－１〒820-0077

牛島　良輔112668

TEL 0947-72-3311

（株）松山工業 5,000 －4009無法

建１筋１
福岡県田川郡川崎町大字田原２２０－５－４〒827-0004

松山　和美112669

TEL 0948-52-0128

（株）三条工務店 7,000 －4010無法

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
福岡県飯塚市相田２５９－１〒820-0052

福澤　正利112670

TEL 093-482-7620

（株）シエロネクスト 10,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市八幡東区尾倉２－７－１－５０６〒805-0059

杉本　英112671

TEL 093-695-0021

（株）ショーエー開発 300 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区藤原１－２０－１〒807-0873

砂田　英樹112672

TEL 093-967-7220

（株）谷建工業 5,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉南区上石田４－９－２〒802-0833

谷本　初治112673

TEL 093-293-5640

（株）杉山電設 5,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡遠賀町田園１－８－３〒811-4343

杉山　優112674

TEL 0944-88-1357

（資）原住 400 －4003有法

園１
福岡県大川市大字本木室５０３－１〒831-0015

原　清史112676

TEL 092-292-8603

（株）ＺＯＮＯＤＥＮ 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区東那珂３－１－４１－Ｂ〒812-0892

中之薗　匡伸112677

TEL 092-986-3035

（株）グローイング 5,000 －4011無法

内１
福岡県春日市紅葉ヶ丘東７－１５５〒816-0833

澤井　勝智112678

TEL 092-707-7077

イイダ工業（株） 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区原２－１１－１９〒814-0022

飯田　浩典112679

TEL 092-863-2878

（合）大雅堂 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区野芥３－２１－５〒814-0171

安藤　征夫112680

TEL 092-408-1745

（株）和建設 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市南区桧原３－２２－２９〒811-1355

吉岡　和彦112681
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TEL 092-322-4880

グランド空調（株） 1,000 －4001有法

管１
福岡県糸島市前原１７５１－２８〒819-1113

久枝　真也112682

TEL 092-710-6257

（株）ジェイ・プレゼンツ 10,000 －4001有法

大１と１タ１鋼１筋１
福岡県福岡市博多区豊１－８－２６〒812-0042

山下　淳112683

TEL 092-327-4344

（株）ゴオデザイン製作所 5,000 －4001無法

内１
福岡県糸島市志摩松隈５００－３〒819-1306

大淵　誠112684

TEL 092-555-3259

（株）濵﨑設備工業 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区長丘５－８－２２〒815-0075

濵﨑　洋司112685

TEL 092-775-3662

（株）Ａ＆Ｆグループ 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市城南区南片江３－１０－１２〒814-0143

南　多賀子112686

TEL 092-986-6717

（株）ＰＩＣＣＯＬＯ社 6,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市早良区重留３－２８－１〒811-1101

瀨戸川　靖112687

TEL 0949-36-3589

（株）カネツグ工業 25,000 －4004無法

防１
福岡県直方市大字感田３２６１－５〒822-0001

七石　一也112688

TEL 093-287-7673

（株）Ｂ・Ｂ 5,000 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉北区田町５－２０－２０８〒803-0817

竹村　保112689

TEL 093-965-0850

（株）アードック 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－１４－１７〒802-0821

林田　智晴112690

TEL 093-381-2255

ＫＯＵＳＥＩ（株） 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市門司区松原１－１－９〒800-0064

大野　亮太112691

TEL 092-593-1075

（株）ジオテック 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市南区曰佐５－２３－９〒811-1313

安部　順子112692

TEL 0948-62-2151

（株）坂口工務店 5,000 －4010無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県嘉麻市飯田３１１〒820-0501

下津　益夫112693

TEL 0948-52-6220

昴工業（合） 3,000 －4010無法

土１と１
福岡県飯塚市横田５８３－８〒820-0044

東　昴平112694
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TEL 093-482-4160

（株）垣添熱技工業 5,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区朽網東４－６－６〒800-0232

垣添　直毅112695

TEL 093-618-1840

西山建築 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区船越１－１２－１４〒807-1111

西山　康生112696

TEL 093-452-2294

（株）能津設備工業 2,500 －4008無法

土１管１水１
福岡県北九州市小倉南区母原３３４－５〒803-0187

能津　志郎112697

TEL 093-871-2720

朝塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市戸畑区浅生１－１３－２５〒804-0062

朝　眞112698

TEL 093-555-1763

（株）戸髙電気 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区高峰１－５－２１〒804-0051

戸髙　秀行112699

TEL 093-511-6451

小倉興産（株） 100,000 －4008有法

建１大１屋１電１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区浅野２－１４－１〒802-0001

福井　正一112700

TEL 0943-73-1237

橋本園 －4002無個

園１
福岡県久留米市田主丸町地徳２３８０－１〒839-1214

橋本　廣治112701

TEL 092-672-8315

（株）泉電気 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区若宮４－７－１１〒813-0036

泉　直人112702

TEL 092-627-2111

（株）ほっとエコライフ 10,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市博多区吉塚４－１６－２９〒812-0041

木村　尚美112703

TEL 093-383-9445

（株）都 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区寿山町４－１〒802-0025

金子　博一112704

TEL 093-617-7335

松井建設 －4008無個

土１建１と１
福岡県北九州市八幡西区金剛３－３－２３〒807-1263

松井　知恵子112705

TEL 093-617-4975

（株）ＨＯＭＩＥ 5,000 －4008無法

土１と１電１舗１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－１４－１２〒807-1145

北村　雅志112706

TEL 093-980-6040

（株）光伸工業 5,000 －4008無法

土１建１大１と１筋１舗１内１具１解１
福岡県北九州市戸畑区小芝１－７－３〒804-0092

久保田　憲司112707
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TEL 0948-22-0577

（株）清栄Ｃｒａｆｔ 100 －4010無法

内１
福岡県飯塚市伊岐須８４２－６５〒820-0053

谷口　由美112708

TEL 092-584-4930

（株）ダイ・コーポレーション 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区的場１－４－４０〒811-1314

横尾　大輔112709

TEL 092-400-2677

（株）野坂建設 5,000 －4011無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県春日市桜ヶ丘３－１６〒816-0872

野坂　浩司112710

TEL 092-710-2746

（株）リバース 200 －4011無法

と１内１
福岡県太宰府市都府楼南５－２－２２〒818-0105

小河　吉継112711

TEL 0942-53-3170

（株）タナカ技建 5,000 －4007無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県筑後市大字下北島８４９－２〒833-0034

田中　聖文112712

TEL 0942-33-8060

雑建工事 －4002無個

大１
福岡県久留米市宮ノ陣４丁目４３番５号〒839-0801

石橋　政男112713

TEL 0942-39-4252

（株）カジヤマ保温工業 3,000 －4002無法

絶１
福岡県久留米市梅満町１６２７－１〒830-0048

梶山　達三112714

TEL 0942-52-6913

（株）ＳＯＴ 3,000 －4007無法

建１
福岡県筑後市大字前津１９２６－４〒833-0002

惣島　紀生112715

TEL 0947-23-1188

（有）時吉エイチ・エー・アール 3,000 －4009有法

と１
福岡県田川市平松町１３－６７〒826-0032

時吉　浩美112717

TEL 0947-23-2288

（株）モリ 5,000 －4009無法

内１
福岡県田川郡福智町神崎１０９８－８８〒822-1202

森　雄一112718

TEL 093-961-9313

（株）大工の緒方 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区南方１－３－１１〒802-0976

緒方　貴裕112719

TEL 092-555-3965

（株）電進社 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区長尾３－８－７－１０３〒814-0123

足立　竜一112720

TEL 092-663-3222

日海設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市東区水谷１－１５－５２－１０１〒813-0041

金古　淳二112721
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TEL 092-407-4696

（株）アールヤマサキ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区今宿東１－１９－１４〒819-0161

山﨑　徹112722

TEL 092-753-7513

（株）ケイズ 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区塩原１－７－１１－１０１〒815-0032

中園　勝志112723

TEL 092-933-1977

令和 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央３－１４－１４〒811-2128

森尾　将晴112724

TEL 092-533-2562

ライツ －4001無個

電１
福岡県福岡市南区大楠１－１５－３４〒815-0082

江原　弘幸112725

TEL 092-933-7299

双生住宅 －4001無個

大１
福岡県糟屋郡須恵町大字新原２７４－８２〒811-2111

山口　隆112726

TEL 092-807-3830

ニシキ設備工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市西区飯氏９８８－１－３０６〒819-0371

西木　和明112727

TEL 0947-73-2075

シンエイ建設 －4009無個

大１と１
福岡県田川郡添田町大字庄２５０５－４〒824-0601

大上　新一112728

TEL 092-834-3731

（株）ウェルディング福岡 2,000 －4011有法

筋１
福岡県那珂川市王塚台３－１１９〒811-1221

橋口　誠112729

TEL 092-981-1933

（株）Ｎ・インダストリー 3,000 －4011無法

板１
福岡県筑紫野市むさしヶ丘４－３－５６〒818-0043

中村　直徳112730

TEL 0942-27-1422

（有）筑邦リフォーム 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市大善寺町宮本９６番地の６７〒830-0073

中原　潤一112731

TEL 093-953-8558

ひまわり建設（合） 1,000 －4008無法

土１舗１水１
福岡県北九州市小倉北区片野４－１６－２１－３Ｆ〒802-0064

大山　英俊112732

TEL 093-616-9409

北部解体（株） 5,000 －4008有法

解１
福岡県北九州市八幡西区養福寺町７－２０〒806-0065

大石　武志112733

TEL 0947-26-1307

池田電気 －4009無個

土１電１管１
福岡県田川郡糸田町２８０２－２１〒822-1300

池田　儀澄112734
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TEL 080-1773-8359

井上産業（株） 5,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市西区大字羽根戸６０４〒819-0038

岸本　全拳112735

TEL 092-287-5236

（株）ヒラヤマテクノ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区長住１－１－５７－１０３〒811-1362

平山　朝典112736

TEL 092-707-7246

（株）タケテク 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区片江１－２４－２０－３０３〒814-0142

竹田　吉憲112737

TEL 092-515-3645

（株）ＭＳＧ 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区西長住２－３７－３〒811-1361

村本　祥司112738

TEL 092-551-0877

木下緑化建設（株） 45,000 －4001有法

土１と１園２
福岡県福岡市南区長丘３丁目１３－２７〒815-0075

木下　浩市112739

TEL 092-806-0171

（株）ミスミ内装 2,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市西区今宿駅前１－４－４ＲＴコート１０５〒819-0168

三角　政德112740

TEL 093-561-4322

（株）ＩＣＨＩ 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘９－８〒803-0833

尾前　翔一112741

TEL 093-980-5514

Ｅ－ＳＡＮ．ＩＮＣ －4008無個

塗１
福岡県北九州市若松区童子丸１－２－３１－１０５〒808-0076

井﨑　寛之112742

TEL 093-952-2290

スカイホーム（株） 20,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－５－１０〒802-0061

白石　憲二112743

TEL 093-383-8184

輝流工業 －4008無個

解１
福岡県北九州市小倉北区新高田１－９－９〒803-0852

木村　博112744

TEL 093-701-8737

上枡建設 －4008無個

大１
福岡県北九州市若松区大字竹並２９３６－１７〒808-0121

上枡　晋也112745

TEL 0944-87-5178

（株）三榮 3,000 －4003無法

土１と１舗１水１
福岡県大川市大字三丸６０３番地〒831-0026

古賀　敬三112746

TEL 0944-43-1087

（有）前原塗装 5,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市萩尾町２－１５７〒836-0096

前原　純一112747
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TEL 0944-53-6595

前田工務店 －4003無個

建１
福岡県大牟田市天領町２－５８〒836-0054

前田　德治112748

TEL 0944-76-0229

（株）雲龍 5,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県柳川市鷹ノ尾９９３－５〒839-0253

大津　和明112749

TEL 0944-53-7102

（株）上口建設 5,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市田隈５０５－２〒837-0916

上口　真大112750

TEL 092-952-8577

ヤマオ建築 －4011無個

大１
福岡県那珂川市西隈３－６－１６〒811-1242

山尾　朝光112751

TEL 093-246-5228

（株）共栄 5,000 －4008無法

内１
福岡県中間市通谷６丁目２６－１０〒809-0018

宮里　正明112752

TEL 0930-23-7993

舛尾建装 －4005無個

内１
福岡県行橋市南泉１－２０－３４〒824-0036

舛尾　拡祉112753

TEL 0979-64-9417

宮坂板金工業 －4005無個

屋１板１塗１防１内１
福岡県築上郡上毛町大字緒方６８０〒871-0907

宮坂　浩典112754

TEL 092-596-1613

（株）唐川電業 3,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市牛頸３－３－２６〒816-0971

唐川　治112755

TEL 0930-28-9804

（株）トライアップ 5,000 －4005無法

土１と１舗１
福岡県行橋市大字高来１３６－１〒824-0078

中山　巻夫112756

TEL 0948-53-3240

（有）松柏産業運輸 20,000 －4010有法

土１と１
福岡県嘉麻市中益６－６〒821-0012

斉藤　晃112757

TEL 0949-36-8800

（株）協伸 5,000 －4004無法

絶１
福岡県直方市大字上新入２２４１－１２〒822-0033

濱田　修宏112758

TEL 0940-55-0904

Ｈａｒｕ電社（株） 1,000 －4008無法

電１
福岡県福津市津屋崎１－２０－１２〒811-3304

柴田　良治112759

TEL 093-230-3381

（株）辰成クレーン工業 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡東区花尾町１１４－１〒805-0065

上野　幹112760



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1437頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-472-1833

ヒトミ塗装（株） 1,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区大字朽網１５９６－３〒800-0231

人見　広行112761

TEL 092-710-1767

Ｃプロネット（同） 2,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市南区塩原４－１０－２６〒815-0032

阿比留　善明112762

TEL 092-406-5400

（株）リュウセイ 5,000 －4001無法

土１内１
福岡県福岡市中央区舞鶴３－２－２１－３０２〒810-0073

石井　良宜112763

TEL 092-292-9808

愛和商会（株） 2,000 －4001有法

解１
福岡県糟屋郡志免町別府北１丁目２番３３－２０５〒811-2233

林　秀之112764

TEL 092-982-8945

（株）ＫＡＱ 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区樋井川１－１４－２４－１〒814-0153

青山　健二112765

TEL 092-323-3858

（株）フジタトータルサービス 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県糸島市曽根１８１－６〒819-1561

藤田　昭人112766

TEL 0942-77-1645

髙田建築 －4002有個

建１
福岡県三井郡大刀洗町大字春日２７－１〒830-1213

髙田　和浩112767

TEL 0944-54-1366

（株）後藤駒 12,500 －4003有法

機１
福岡県大牟田市四山町８０－７５〒836-0067

後藤　大三112768

TEL 093-777-8856

（株）戸津川工業 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市若松区青葉台西３－１８－１３〒808-0143

戸津川　大二112769

TEL 093-201-8113

（株）丸新 3,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡水巻町猪熊８－１０－２９〒807-0001

松林　務112770

TEL 093-751-7544

（有）一建 3,000 －4008無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県北九州市若松区新大谷町３－３５〒808-0052

山外　仁112771

TEL 092-671-3820

（株）石丸組 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区八田３－２０－１６〒813-0031

石丸　巌112773

TEL 0925-832-5228

（株）ＯＫＡＭＯＴＯ 1,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市早良区高取１－１－９〒814-0011

岡本　文利112774
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TEL 092-983-7951

正光電気（株） 6,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡志免町志免中央２－６－１〒811-2244

光安　正治112775

TEL 092-710-2662

（株）Ｌｅａｄ 5,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市武蔵５－３－２〒818-0052

野口　直紀112776

TEL 092-924-3238

高田塗装 －4011無個

塗１
福岡県筑紫野市武蔵３－６－３〒818-0052

高田　英昭112777

TEL 0942-55-3960

（有）ふくふく 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市梅満町９９４－１〒830-0048

河村　三徳112778

TEL 092-503-2735

第一制電機（株） 20,000 －4001有法

電２機１通１
福岡県福岡市博多区金の隈３－９－１０〒812-0863

青柳　祐二112779

TEL 092-836-9859

レッツ －4001無個

防１
福岡県福岡市城南区東油山１－２８－１０〒814-0155

城戸　雄光112780

TEL 092-804-0770

雄二内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区野芥８－３９－１５〒814-0171

佐野　雄二112781

TEL 092-3321-5020

（株）田浦電工 3,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市志摩馬場４０７－１〒819-1305

田浦　敏誠112782

TEL 092-481-2125

（株）日本防犯システム 80,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８住友生命博多ビル７階〒812-0011

賀来　泉112783

TEL 093-581-8007

システックサービス（株） 20,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区井堀１－５－５〒803-0835

中山　真二112784

TEL 093-453-2000

（株）フェーズ．ガルデ 8,000 －4008無法

内１園１
福岡県北九州市小倉南区長行西４－２１－１５〒803-0272

山口　登112785

TEL 092-984-3441

赤沢電気 －4011無個

電１
福岡県筑紫野市塔原東２－４－１３〒818-0059

赤沢　洋介112786

TEL 092-287-3408

ツカモト技建（株） 2,000 －4011無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県春日市昇町２－８１〒816-0851

塚本　将裕112787
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TEL 092-692-6334

（株）勝喜 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻８９９－２〒811-2313

勝間田　祐樹112788

TEL 092-433-3038

（株）インフォテックアドバイザリー 5,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２９〒812-0011

光安　正年112789

TEL 092-407-1333

本郷技建 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区次郎丸３－２６－４６〒814-0106

本郷　東亜112790

TEL 093-772-5511

（株）レイズ 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市若松区南二島２－３－１〒808-0109

太田　達也112791

TEL 0930-25-9404

ＨＩＫＡＲＩ －4005有個

土１と１管１舗１し１水１
福岡県行橋市南大橋３－９－１５〒824-0032

相原　優子112792

TEL 0947-49-2277

（株）桜栄 8,000 －4009有法

土１
福岡県田川郡川崎町大字池尻３９６－１〒827-0002

白川　秀之112793

TEL 0947-42-6765

梶原産業（株） 10,000 －4009有法

建１
福岡県田川市大字伊田２５５０－１５〒825-0002

梶原　義勝112794

TEL 093-953-8485

（株）成新 2,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区篠崎３－４－１６－１０１〒803-0861

石迫　一成112795

TEL 092-404-0280

（株）エアテック 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区金の隈２－１８－２６〒812-0863

鮫島　利也112796

TEL 093-592-7272

オク建設（株） 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉北区中井３－１６－１７〒803-0836

於久　正博112797

TEL 093-482-5858

（株）ＩＣＨＩＷＡ 5,000 －4008無法

と１鋼１
福岡県北九州市八幡西区小嶺台３－６－４０〒807-0082

佐伯　慎一112798

TEL 093-863-0737

井上建装 －4008無個

塗１
福岡県遠賀郡岡垣町吉木東１－２９－３１〒811-4241

井上　崇112799

TEL 093-671-2450

毛利組 －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡東区西本町４－１７－４〒805-0061

毛利　勝善112800
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TEL 093-602-1536

瀬戸口工務店 －4008無個

土２と２舗２水２
福岡県北九州市八幡西区本城東３－９－８〒807-0815

藤崎　美佐子112801

TEL 092-287-3665

（株）Ｒｉｓｅ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区七隈７－３７－８〒814-0133

松岡　健太112802

TEL 092-963-3759

（株）喜設備 1,500 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡新宮町夜臼３－９－１２〒811-0110

田中　喜浩112803

TEL 092-561-5052

（株）内藤電設 10,000 －4001無法

電１鋼１通１
福岡県福岡市南区和田１－２－２７〒811-1343

内藤　博司112804

TEL 092-532-1117

（株）テツコーポレーション 3,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市城南区長尾２－６－７－４０９〒814-0123

藤野　徹治112805

TEL 092-953-5086

日新塗装（株） 300 －4011無法

塗１
福岡県那珂川市恵子５－８－２１〒811-1255

日下部　琢哉112806

TEL 0943-32-8085

山中工務店 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字新代１１７０－１－Ｂ－２０５〒834-0115

山中　大介112807

TEL 093-616-8151

（株）三洋建設 10,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区大字浅川９４２－２７〒807-0877

山田　泰郎112808

TEL 093-681-7605

（株）鷹建工 1,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区白川町７－１２〒805-0007

明石　孝弘112809

TEL 0940-55-1383

小江産業 －4008無個

と１
福岡県福津市花見が丘２－３－２１〒811-3214

小江　宏輔112810

TEL 093-752-5820

ケイテック －4008無個

と１管１
福岡県北九州市若松区大字安瀨３８－１〒808-0022

河野　拓一112811

TEL 093-473-2664

（有）ニッショー設備 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区上吉田２－６－１〒800-0201

大谷　彰吾112812

TEL 093-471-1357

（株）ダイワ建設 2,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町２－８－１〒800-0207

古川　廣112813
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TEL 0946-62-0711

熊谷瓦工業（株） 3,000 －4006無法

屋１
福岡県朝倉市杷木林田９４－１〒838-1506

熊谷　裕二112814

TEL 092-776-9550

（有）アローサインズ 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市城南区田島３－１９－１１〒814-0113

矢鳴　幸弘112815

TEL 092-761-0790

（株）ハヤシクリエイション 1,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市城南区別府６－１５－１０〒814-0104

林　浩信112816

TEL 092-408-5241

（株）ＫＳ１ 100 －4011無法

と１舗１
福岡県太宰府市大字北谷９２４－１〒818-0114

和田　弘治112817

TEL 092-555-7399

（株）松幸工業 3,000 －4011有法

と１
福岡県太宰府市五条２－２２－５〒818-0125

松下　幸弘112818

TEL 0942-62-3542

曽根内装 －4002無個

内１
福岡県久留米市城島町楢津１０５３－５〒830-0211

曽根　俊治112819

TEL 0944-85-7578

佑貴建設 －4003無個

と１
福岡県みやま市瀬高町下庄２２６６－１０〒835-0024

幣次　陽介112820

TEL 093-202-3398

恵栄電設 －4008無個

電１
福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地５８－３〒807-0006

下田　浩二112822

TEL 0948-23-7358

中村建築 －4010無個

建１
福岡県飯塚市幸袋７８１－１０９〒820-0066

中村　光秀112823

TEL 0948-21-2332

（株）小野建設 3,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市横田６６－５三木ビル２Ｆ〒820-0044

小野　竜康112824

TEL 092-567-7370

（株）オフィス・ゼロ 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市南区老司３－１６－３０〒811-1346

東野　光徳112825

TEL 092-321-1408

浦電設 －4001無個

電１
福岡県糸島市波多江駅南１－１６－１０－６０８〒819-1108

浦　善博112826

TEL 092-803-0066

（株）翔亜 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市早良区大字石釡３２３－９〒811-1132

松浦　翔太112827
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TEL 092-791-8083

（有）ジップグラフィックス 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区港２－１３－１〒810-0075

岡枝　啓之112828

TEL 092-801-0707

空調テクニカルシステム －4001無個

管１
福岡県福岡市早良区干隈５－１４－１５〒814-0163

石井　喜利112829

TEL 092-936-4829

（株）美立製作所 5,000 －4001無法

板１
福岡県糟屋郡志免町南里二丁目２３番１０号〒811-2207

宮﨑　美利112830

TEL 0940-62-5500

（株）登機工 1,000 －4008無法

機１
福岡県宗像市石丸２－１８－１－１０９〒811-4147

田中　直登112831

TEL 093-771-4151

（有）西山組 3,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市若松区本町２－６－２３〒808-0034

西山　利恵112832

TEL 093-482-4659

（株）鳳建設 5,010 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡東区槻田２－８－７〒805-0031

加藤　将平112833

TEL 0942-41-1165

アースサポート（株） 5,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市東合川４－１０－１６〒839-0809

麻生　久美子112834

TEL 0944-86-6174

トータルサポートＥ・Ｃ －4003無個

電１管１通１消１
福岡県大川市大字津２５７－４〒831-0035

緒方　友樹112835

TEL 0942-45-8777

（株）ナカイ 10,000 －4002有法

電１
福岡県久留米市高良内町３１９３－１〒839-0852

中井　鉄併112836

TEL 0940-62-5960

（株）福建商事 30,000 －4008無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県宗像市田熊４－１－１４－２０１〒811-3431

安河内　ちはる112837

TEL 093-616-8346

（株）三吉建設 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区上香月１－１５－６〒807-1101

三吉　佳孝112839

TEL 093-555-2324

（株）シンテックス 3,330 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区東大谷２－７－１３〒804-0031

秋田　由美112840

TEL 093-616-0745

（株）ワイズテック 5,000 －4008無法

タ１塗１防１内１
福岡県北九州市八幡西区陣原５－３－１５〒807-0821

入江　泰史112841
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TEL 0947-23-2271

黒繁工業（株） 5,000 －4009無法

と１
福岡県田川郡糸田町３５７２〒822-1300

黒木　繁112842

TEL 0946-42-0686

眞須美土木工業（株） 5,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉郡筑前町四三嶋２１３番地３〒838-0214

池田　亜喜代112844

TEL 092-451-3870

竹村産業（株） 1,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区東那珂３－１－４０－２０１〒812-0892

竹村　輝男112845

TEL 092-596-3245

松尾建工（株） 5,000 －4011無法

土１と１舗１水１
福岡県大野城市月の浦４－２０－２〒816-0983

松尾　美奈112846

TEL 092-692-6288

（株）壱和 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市東区和白５－１１－１４〒811-0202

秦　純一112847

TEL 092-555-7132

（株）山下防災システム 5,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市南区清水２－１５－１４－１０３〒815-0031

山下　和広112848

TEL 093-963-6193

コウダ工業 －4008無個

左１
福岡県北九州市小倉南区石田町７－４２〒802-0838

江田　三男112849

TEL 093-371-6027

（株）功成 1,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上４－６－４４－２０１〒800-0024

德並　功二112850

TEL 0942-65-3368

（株）Ｃｌｅａｎ　Ｔｅｃｈ 3,000 －4002無法

土１と１舗１し１水１
福岡県小郡市山隈２２９－１４〒838-0113

田原　秀一112851

TEL 0944-74-4707

（株）サンコー 1,000 －4003有法

電１
福岡県柳川市筑紫町４０６－１〒832-0077

中山　常雄112852

TEL 0942-22-2152

野中断熱 －4002無個

絶１
福岡県久留米市藤山町１８０９－６〒830-0053

野中　英雄112853

TEL 093-562-1616

（株）九州ランドスケープ 300 －4008無法

園１
福岡県北九州市小倉北区真鶴１－８－３１〒803-0844

片江　玲子112854

TEL 093-601-4966

百﨑組 －4008無個

大１
福岡県北九州市八幡西区浅川学園台２－１７－１６〒807-0871

百﨑　久晃112855
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TEL 0947-82-1229

（株）朝日総業 5,000 －4009無法

土１と１舗１
福岡県田川郡添田町大字庄１８１７〒824-0601

浦野　知恵112856

TEL 092-517-0569

ＷＥＳＴ　ＨＯＭＥ（株） 6,000 －4011無法

建１
福岡県大野城市南ヶ丘３－４－８〒816-0964

西峯　康平112857

TEL 092-926-0022

（株）エムテック 1,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市大字隈７３－１〒818-0031

宮之原　徳之112858

TEL 092-408-6157

（株）平和建装 3,000 －4011無法

塗１
福岡県那珂川市仲４－４－１２〒811-1253

谷源　芳彦112859

TEL 0949-23-3555

（株）ライン建設 50 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字永満寺１１３７番地〒822-0005

井上　惣一郎112860

TEL 092-566-1103

蒼井装飾 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区柏原６－３０－１２－１０２〒811-1353

平井　真理112862

TEL 0930-55-0535

（株）ＨＹ－ＴＥＣ 5,000 －4005無法

管１
福岡県行橋市大字高瀬７９０〒824-0027

平井　祐一112863

TEL 092-643-9955

西日本工商 －4001無個

管１
福岡県福岡市東区馬出２－５－１７〒812-0054

藤本　雄三112864

TEL 092-873-3592

幸伸技建（株） 7,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市城南区東油山６丁目８番８号〒814-0155

馬場　秀和112865

TEL 092-595-6399

（株）ミチケン 3,000 －4011無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県大野城市紫台２７－７〒816-0954

穴見　政道112866

TEL 093-952-5328

流加建設 －4008無個

と１解１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１９－７〒802-0072

前川　努112867

TEL 093-982-6299

寛交電気（株） 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区貴船台１０－１５〒807-0814

交易場　寛仁112868

TEL 093-371-6570

ジーテック（合） 500 －4008無法

電１
福岡県北九州市門司区下馬寄１－１〒800-0051

内野　麻美112869
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 09496-2-1070

（株）九州開発 5,000 －4004無法

土１建１と１鋼１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳２００８－６９〒820-1101

池西　誠樹112870

TEL 0949-52-6282

（株）レイワ 8,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県宮若市水原６１７－３〒822-0151

塩川　大介112871

TEL 0947-46-5225

宮村設備工房 －4009無個

管１水１
福岡県田川市伊田１２４２〒825-0002

宮村　徹112872

TEL 0947-26-3486

髙塚建装 －4009無個

内１
福岡県田川郡糸田町３９６８－１５〒822-1300

髙塚　明112873

TEL 0948-82-5052

（株）一晃建設 9,995 －4010無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市網分１５９９－９〒820-0101

山本　晃寛112874

TEL 093-961-7662

林設備工業（株） 1,000 －4008無法

管１機１水１
福岡県北九州市小倉南区横代葉山６－５〒802-0825

林　尚之112875

TEL 093-616-6632

（株）ＳＡＭＳ 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区別所町３－２９〒806-0068

小野　沙也加112876

TEL 093-553-1126

宮電 －4008無個

電１
福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町２１－３９〒804-0024

宮﨑　修平112877

TEL 093-681-2242

（合）ＢＯＮＤＧｒｏｕｐ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡東区西本町２－６－１２－２０２〒805-0061

辻　博勝112878

TEL 050-1169-3362

ＧｏｏｄＳｐａｃｅ －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区高江３－５－１〒807-1152

平野　大典112879

TEL 0949-24-0337

新和塗研 －4004無個

塗１
福岡県直方市大字上新入２３０１－４２〒822-0033

菅　真秀112880

TEL 0930-22-3307

（有）古畑製材所 6,000 －4005有法

建１
福岡県行橋市大字道場寺１３３６－１０〒824-0026

古畑　義英112881

TEL 0930-42-1509

（株）巧電設備 3,000 －4005無法

電１
福岡県京都郡みやこ町犀川花熊６４４－１〒824-0233

迫田　真典112882
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TEL 092-408-1360

（株）ＨＡＪＩＭＥ 3,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市大字永岡１３０８－４〒818-0066

佐藤　雄一112883

TEL 092-951-0881

（有）琉建 3,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市大字安徳８６９番地１〒811-1224

大原　貴也112884

TEL 092-558-1602

（株）伊香賀建設 10 －4011無法

大１
福岡県大野城市栄町２－１－２〒816-0924

伊香賀　優美子112885

TEL 0944-54-4788

ワコウプラント（株） 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市新勝立町６－１３－２〒836-0895

上田　和宏112886

TEL 0942-27-1589

（株）荒木総合計画事務所 3,000 －4002有法

園１
福岡県久留米市荒木町白口１５９３－１〒830-0062

荒木　恒介112887

TEL 092-555-7597

（株）成堂建設 1,000 －4011無法

大１
福岡県那珂川市片縄西５丁目１４番２７号〒811-1202

岩切　昌敏112888

TEL 093-952-7238

Ｊ　ｔｅｃ －4008有個

と１タ１
福岡県北九州市小倉北区片野５－６－２０〒802-0064

中杉　純112889

TEL 092-260-9344

（株）輝花建設 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区吉塚４－２－２１〒812-0041

安武　仁志112890

TEL 092-801-1900

ＴＡＴＥＣ －4001有個

内１具１
福岡県福岡市早良区野芥２－２－６〒814-0171

綾部　英太112891

TEL 092-936-5505

黒田木材商事（株） 10,000 －4001有法

大１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木２０４７－７３〒811-2112

黒田　恵介112892

TEL 092-210-7202

秀和電設（株） 10,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区若久３－８－３１〒815-0042

末澤　秀和112893

TEL 092-263-8282

（株）ファインエコライフ 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区下呉服町５－１〒812-0034

堀　光秀112894

TEL 093-245-3227

（株）児玉電機商会 1,000 －4008無法

電１
福岡県中間市深坂１－５－１６〒809-0025

児玉　明112895
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TEL 093-616-2188

（株）忍工業 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区丸尾町３－１－１〒807-0826

可川　忍112896

TEL 0944-52-4641

（株）タツミ工業 3,000 －4003無法

と１
福岡県大牟田市諏訪町３－２３〒836-0051

古賀　裕規112897

TEL 092-719-1987

（株）榮真 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗３９６３〒811-2405

井上　真道112898

TEL 092-791-1213

（株）アイム 3,000 －4001無法

と１塗１
福岡県福岡市博多区比恵町１３－９－３０４〒812-0014

岩下　昌史112899

TEL 092-938-2433

光洋システム（株） 10,000 －4001有法

具１
福岡県糟屋郡粕屋町若宮２－７－１０〒811-2314

川上　照美112900

TEL 092-407-8276

ＴＨサポート（株） 5,000 －4001無法

土１と１舗１し１水１
福岡県福岡市城南区片江５－４－３１〒814-0142

髙山　裕章112901

TEL 092-771-8848

丸尾内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市中央区六本松１－３－２８〒810-0044

丸尾　芳博112902

TEL 092-811-3988

（株）道隈建設 2,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区野方３－３０－４－１１１〒819-0043

中村　良平112903

TEL 0948-65-3172

勝箆兄弟技建 －4010無個

建１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師４２６７番地１２〒820-0607

勝箆　さつき112904

TEL 0979-83-1865

渡辺建設 －4005無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県豊前市大字三毛門１２５１－２〒828-0031

渡邉　英治112905

TEL 092-932-5069

（株）シームテック 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡宇美町原田２－２－１９〒811-2132

剛﨑　将112906

TEL 092-554-8418

環（株） 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区若久６－５５－１８〒815-0042

瀨戸口　力112907

TEL 092-211-1234

（株）タナカプラス 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区屋形原４－１５－１５〒811-1351

田中　京次112908
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TEL 092-523-8739

（株）ブランチプラス 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区小笹３－１８－４０〒810-0033

野田　武文112909

TEL 0944-63-6633

高尾自動車（株） 10,000 －4003有法

と１
福岡県みやま市瀬高下庄５２６－２〒835-0024

高尾　和広112910

TEL 0942-30-1881

ミヤザキ工建 －4002無個

タ１
福岡県久留米市津福本町１７０２－８３〒830-0047

宮﨑　順112911

TEL 0944-74-4005

（株）平野建設工業 5,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県柳川市三橋町柳河５２１－１２〒832-0806

平野　陽子112912

TEL 0940-72-5777

（株）ＨＡＲＢＥＳＴ 1,000 －4008有法

通１
福岡県宗像市赤間１－１－２１〒811-4146

加藤　泰一112913

TEL 093-342-9943

Ｆｒｏｗ　ｃｒａｆｔ（株） 2,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区吉志５－２２－１〒800-0114

杉山　陽祐112915

TEL 093-616-7818

（株）ホクエイ機工 5,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡西区相生町１６－１１－２Ｆ〒806-0044

深田　顕也112916

TEL 093-981-9289

友和建装 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉南区中貫２－１６３７－１〒800-0237

出口　孝之112917

TEL 0946-21-2335

（株）大内田木工所 3,000 －4006無法

具１
福岡県朝倉市堤６１１－１〒838-0062

大内田　宏治112918

TEL 092-926-2437

フジ工業（株） 500 －4011無法

と１管１水１
福岡県筑紫野市大字筑紫６０８番地２〒818-0025

河北　富士男112919

TEL 092-558-9889

（株）サンシステム 1,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市水城３－９－１０〒818-0131

梶山　仁久112920

TEL 092-287-5814

材木内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区諸岡６－２９－１９〒812-0894

材木　輝幸112921

TEL 0943-24-6283

（有）光建設 3,000 －4007無法

土１
福岡県八女市豊福字大坪５１５番地１〒834-0016

富田　恭史112922
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TEL 0942-27-3872

一家（株） 3,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市御井旗崎３－１１－１〒839-0841

島　裕實112923

TEL 0942-39-5177

杉本設備 －4002無個

管１
福岡県久留米市白山町１４７－９〒830-0041

杉本　直樹112924

TEL 0942-55-9217

藤村ハツリ工業（株） 2,000 －4002無法

解１
福岡県久留米市三潴町草場４１－４〒830-0105

藤村　幹112925

TEL 0942-35-0550

（株）ＫＩｚ 1,000 －4002無法

機１
福岡県久留米市長門石３－１０－３４〒830-0027

國分　敬二112926

TEL 092-409-8490

北東工業（株） 2,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区原田１－６－１－２〒812-0063

長澤　浩樹112927

TEL 092-937-2375

橋本建装 －4001無個

内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１４７７－３〒811-2112

橋本　紀子112928

TEL 092-562-6578

（株）匠ホームサービス 1,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市南区野間２－７－１３〒815-0041

沢幡　和伸112929

TEL 092-541-3326

ワークス工業 －4001有個

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区花畑１－１９－２０〒811-1356

星野　信治112930

TEL 092-609-9595

（株）ウメケン 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡粕屋町戸原西１－１０－２３〒811-2308

梅田　憲一112931

TEL 092-204-1623

稗田工業 －4001無個

左１
福岡県福岡市早良区四箇１－２－２５〒811-1103

稗田　博文112932

TEL 093-482-4688

（株）悠翔 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－７－７－Ｃ棟４－２Ｆ〒802-0804

大谷　啓介112933

TEL 093-555-8456

（株）オクト 8,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区白銀２－３－１２〒802-0074

曽我　真裕112934

TEL 093-963-6323

（株）坂本工業 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区霧ヶ丘１－１－１１〒802-0052

坂本　善幸112935
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TEL 093-342-7330

サカエ設備（合） 1,500 －4008無法

管１
福岡県北九州市門司区風師２ー２－３０〒801-0801

堀田　栄吾112936

TEL 093-941-7291

（株）ＳＯＵＥＫＩ 1,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉南区重住１－４－２４〒802-0811

辻　陽平112937

TEL 0948-29-4066

阿南電工（株） 5,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市上三緒５８番地１８〒820-0016

阿南　拓朗112938

TEL 0947-22-0303

たつ島板金 －4009無個

屋１板１
福岡県田川郡福智町金田９３０の３〒822-1201

辰島　望112939

TEL 0948-52-8355

（株）平成開発 5,000 －4010無法

解１
福岡県飯塚市大分１６０１－１〒820-0712

千代田　拓112940

TEL 0943-77-2229

（有）栗田製材所 5,000 －4002有法

大１
福岡県うきは市浮羽町西隈上１６９－８〒839-1404

栗田　貢112941

TEL 092-801-7015

（株）井口商店 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区干隈４－１３－２４〒814-0163

檀　元和112942

TEL 092-775-2888

アイエン（株） 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市西区姪の浜６－９－２１〒819-0002

仙頭　英明112943

TEL 092-931-5855

（株）ハウザー 3,000 －4001無法

土１
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬６７９－４〒811-2412

山口　和男112944

TEL 092-692-2358

（株）ＴＯＢＩＫＥＮ 5,000 －4001無法

防１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋東１－２０－３１－１０２〒811-2320

飛永　綾112945

TEL 092-410-4655

（株）エイチ・ワイ・メタリックス 1,000 －4001無法

板１
福岡県福岡市東区三苫４－５－１０１〒811-0201

岩本　加奈子112946

TEL 093-618-4178

加藤工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区白岩町１３－２４〒807-1113

加藤　力112947

TEL 093-555-2927

（株）メイコウ 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉南区上曽根１－１－３〒800-0223

京塚　　己112948



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1451頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-37-0635

（株）明幸冷熱 5,000 －4008無法

絶１
福岡県宗像市日の里８－２１－８〒811-3425

木村　久幸112949

TEL 050-3559-2229

フリークデザイン（株） 8,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区穴生４－１６－２－２０７〒806-0049

麥田　翔一112950

TEL 093-613-2915

（株）ナカムラ 5,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡西区中の原３－５－１７〒807-0078

中村　雪彦112951

TEL 092-408-5826

Ｔｓｕｋａｓａ　Ｇｒｅｅｎ（株） 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市南区清水１－２４－１－１０２〒815-0031

中司　敬二112952

TEL 0947-85-9562

タニテック －4009無個

土１建１と１舗１解１
福岡県田川郡糸田町１０５９〒822-1300

谷口　新二112953

TEL 0948-43-4832

（株）なかお 1,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市伊川４２７－１〒820-0054

中尾　圭一112954

TEL 0930-56-3674

西村建工 －4005無個

大１
福岡県築上郡築上町大字小原４４２〒829-0304

西村　政彦112955

TEL 0948-43-8282

（株）ＢＯＮＤＳ 1,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市幸袋３９５－１〒820-0066

田中　大輔112956

TEL 093-482-4210

（株）サイタ工業 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区下曽根４－１６－８〒800-0217

才田　直幸112957

TEL 093-632-2000

ペイントボックス －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区熊手２－３－１６熊手ピア３０４〒806-0028

髙森　要輔112958

TEL 093-871-9748

（株）ＯＦＦＩＣＥ松田 3,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町１７－１３〒804-0024

松田　章子112959

TEL 093-663-5366

（有）ブラスト 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区築地町２１－２０〒806-0001

面出　和江112960

TEL 092-980-5968

（株）ＧＩ 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市早良区野芥８－３－１４〒814-0171

金島　基昭112961



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1452頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-626-6900

（株）ミライネクスト 5,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県福岡市博多区吉塚４－１１－１５　ＫＹビル４号室〒812-0041

田中　順子112962

TEL 092-607-7278

ホクトライティング（株） 50,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区和白丘２－１０－６〒811-0213

澤田　明夫112963

TEL 092-400-1032

（株）石原ハウジング 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区飯倉４－２０－４０〒814-0161

石原　幸一郎112964

TEL 092-406-2088

（株）ｃｅｄａｒ　ｓｔｙｌｅ 1,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区平尾５－４－３３－７０３〒810-0014

杉　智子112965

TEL 092-715-8228

（株）ケンテック福岡 5,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区那の津３－４６－７〒810-0071

真崎　大州112966

TEL 092-558-1770

ＭＪＴジャパン（株） 5,000 －4001有法

土１と１
福岡県福岡市博多区南八幡町１－７－１９－１０１〒812-0886

齋藤　光昭112967

TEL 0930-25-6596

山岡板金 －4005無個

絶１
福岡県行橋市道場寺１４３９－１８５〒824-0026

木村　武則112968

TEL 092-518-1383

（株）アダル建装 1,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡宇美町大字井野２３８番地〒811-2104

武野　龍112969

TEL 0944-58-7588

（株）令和開発 7,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県大牟田市大字橘７３０－１〒837-0911

上瀬戸　真二112972

TEL 0944-69-9353

番工 －4003無個

建１大１内１
福岡県柳川市西蒲池１２８３－１〒832-0005

加藤　省吾112973

TEL 0943-22-8688

井上重機建設 －4007有個

土１と１
福岡県八女市大籠６４－１〒834-1102

井上　昭浩112974

TEL 0930-31-7115

一親工業 －4005有個

土１と１舗１
福岡県築上郡築上町大字水原５０９－３－２Ｆ〒829-0333

石川　涼一112975

TEL 0942-27-0001

フソーシステム（株） 10,000 －4002無法

建１管１
福岡県久留米市安武町安武本３３０１〒830-0072

桑田　英二郎112976



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1453頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-80-0472

ウエグチ電気 －4002無個

電１
福岡県久留米市山川町１３１９－１４〒839-0817

上口　義史112977

TEL 092-809-1622

（株）ｌｉｎｓｔｕｄｉｏ 2,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市西区宮浦２１２９－２６〒819-0201

柏木　泉112978

TEL 092-624-0600

（株）古野建装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区松島１－１５－２７〒812-0062

古野　正人112979

TEL 092-324-5455

山下工業 －4001無個

左１
福岡県糸島市有田中央２－１４－５８〒819-1127

山下　輝男112980

TEL 092-292-4155

（株）サンビクトリー 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区中州４－６－１０　大洋ビル５階〒810-0801

中田　勝三112981

TEL 093-742-7702

亀屋庭園（株） 30,000 －4008無法

土１と１園２
福岡県北九州市若松区大字払川６４１－３〒808-0113

柴田　直嗣112983

TEL 093-776-9181

木本塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市小倉北区中井１－２２－７〒803-0836

木本　功二112984

TEL 0930-56-4694

（株）白龍建設 1,000 －4005無法

土１と１
福岡県築上郡築上町大字宇留津６２６－１〒829-0341

木本　笑子112985

TEL 092-554-7377

リテック －4001無個

防１
福岡県福岡市南区西長住１－１－４６－４０２〒811-1361

武原　賢幸112986

TEL 093-592-3731

山一建設工業（株） 20,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市戸畑区小芝３－１－２０〒804-0092

山本　誠一郎112987

TEL 0930-28-8747

Ｍ　ＬＩＮＥ（株） 1,000 －4005無法

具１
福岡県行橋市大字吉国７０２番地１２〒824-0066

福田　武112988

TEL 092-591-6026

（株）藤和技建 2,000 －4011無法

内１
福岡県春日市紅葉ヶ丘西１－５８〒816-0832

藤井　宏和112989

TEL 092-571-0910

（有）大久保工業 3,000 －4011無法

防１
福岡県春日市昇町７－３〒816-0851

土橋　潤一112990



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1454頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-45-8800

古賀建設 －4009無個

建１
福岡県田川市大字奈良１３６－２〒826-0043

古賀　一樹112991

TEL 0948-43-8258

（株）サニースポット 5,000 －4010有法

建１大１
福岡県嘉麻市飯田６０６番地〒820-0501

城　匠之介112992

TEL 093-482-5091

ユーリテクノ（株） 10,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区舟町１－９〒806-0004

秋山　克彦112993

TEL 0944-53-7864

（有）大神工業 3,000 －4003無法

と１
福岡県大牟田市大字歴木５－２〒837-0924

大神　敏彦112994

TEL 0942-55-5499

（株）Ｄｅｅｋ 10,000 －4002無法

大１
福岡県久留米市御井旗崎１－４－２３〒839-0841

杉上　直之112995

TEL 0942-48-0680

（株）中村硝子店 2,000 －4002無法

ガ１具１
福岡県久留米市梅満町８５－５〒830-0048

中村　三喜112996

TEL 0944-55-8853

（株）大吉不動産 10,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市通町２丁目１８番地３〒836-0805

猿渡　紳雄112997

TEL 0942-51-7091

渡辺塗装 －4007無個

塗１
福岡県筑後市大字一条６８２－１〒833-0001

渡辺　陽彦112998

TEL 0947-63-2775

（株）福富建設 5,000 －4009無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡大任町大字今任原９９２－１〒824-0511

楠　陽一112999

TEL 092-885-2825

（株）甲斐 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区内浜１－１６－２５－１階〒819-0005

甲斐　幹治113000

TEL 092-836-6445

弥栄建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区早良２－２２－２〒811-1122

吉川　尚志113001

TEL 092-292-7872

（株）アコースティックセンス 1,000 －4001無法

電１機１通１
福岡県福岡市東区社領２－２１－６〒812-0068

池田　元樹113002

TEL 092-804-2110

島田建設工業 －4001無個

建１
福岡県福岡市早良区早良６－３４－６〒811-1122

島田　朋徳113003



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1455頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-25-8786

宮田建設 －4010無個

建１
福岡県飯塚市幸袋６５８－１〒820-0066

神谷　正太郎113004

TEL 092-692-7923

東ウォールテクノ（有） 3,000 －4001無法

タ１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１１０６－５７〒811-2114

黒岩　正一113005

TEL 092-937-5959

（株）ユーワンスタイル 3,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡志免町大字吉原５００－１〒811-2208

戒井　雄一郎113006

TEL 092-932-6647

克建興業 －4001無個

と１
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央４－１１－４１〒811-2128

長野　克則113007

TEL 093-603-9321

（株）ジョブパートナー 20,000 －4008有法

タ１内１
福岡県北九州市八幡西区大字浅川９４２－２７〒807-0877

山田　泰郎113008

TEL 0940-52-7822

（株）金氣順也建築工房 1,000 －4008無法

建１
福岡県福津市宮司浜２－３６－２〒811-3311

金氣　順也113009

TEL 093-882-7547

（株）セイカンエンジ 3,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市戸畑区天神１－５－２５〒804-0094

濱田　繁113010

TEL 0942-78-5335

（株）М・カンパニー 20,000 －4002無法

土２と２石１鋼１舗２し１水１解１
福岡県久留米市北野町中３１１２－５〒830-1113

豊福　千代子113011

TEL 0944-52-9163

（株）イチノ 3,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県大牟田市諏訪町２－１３７－３〒836-0051

一ノ瀬　忠治113012

TEL 092-501-0332

（株）セイワメンテナンス 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区井尻４－７－１９〒811-1302

坂井　正満113013

TEL 092-589-6118

（有）イデアフロッグ 8,500 －4011無法

電１管１
福岡県春日市昇町３－８３〒816-0851

赤木　太一郎113014

TEL 092-951-1311

（株）よねだ 500 －4011有法

建１大１
福岡県那珂川市仲３－４２４－４〒811-1253

米田　政利113015

TEL 092-555-5409

ハートライフ（株） 1,000 －4001有法

タ１
福岡県福岡市博多区金の隈２－１７－３２〒812-0863

松本　貴広113016



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-836-6505

（株）サンセラ 5,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市西区大字女原２７９－９〒819-0376

山下　修113017

TEL 092-627-1233

（株）トライアル開発 72,000 －4001有法

建２屋２タ２塗２防２内２具２解２
福岡県福岡市東区多の津１－１２－２〒813-0034

松永　健治113018

TEL 093-511-8841

第一ホーム（株） 50,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区馬借２－６－６〒802-0077

津村　昭宏113019

TEL 093-982-8201

（株）佐藤組Ｅｎｇ． 1,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市門司区葛葉２－４－１６〒800-0008

佐藤　渉113020

TEL 093-371-7424

（有）マーサ 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上２－４－１２〒800-0024

山村　隆二113021

TEL 093-612-3802

（株）ワープ 5,000 －4008無法

建１大１解１
福岡県北九州市八幡西区中の原３－２－１７〒807-0078

高野　久113022

TEL 0930-23-7131

（株）タカタ機工 10,000 －4005無法

土１と１管１鋼１機１解１
福岡県京都郡苅田町稲光１１６２－１〒800-0337

山本　英吾113023

TEL 092-515-6810

（株）松本塗装 5,000 －4011無法

塗１
福岡県大野城市大城３－８－１〒816-0911

松本　耕一113024

TEL 0943-22-9003

（株）インテリアイマイ 5,000 －4007無法

内１
福岡県八女郡広川町藤田７３５－１３〒834-0123

今井　弘樹113025

TEL 0942-65-4262

（株）計測工房 9,000 －4007無法

機１
福岡県筑後市大字下北島８６－９〒833-0034

中西　達哉113026

TEL 092-518-6988

（株）熊手工務店 1,000 －4001無法

大１内１
福岡県福岡市城南区友丘２－６－５－１０２〒814-0112

熊手　裕文113027

TEL 092-663-5204

（株）ＤＡＩＳＨＩＮ 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区香住ケ丘４－２５－１３〒813-0003

福里　武士113028

TEL 092-661-2633

（株）リフレスト 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区舞松原１－９－２８〒813-0042

井手　一貴113029



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1457頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-806-7879

中村塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市西区今宿西１－２７－２９－１０２〒819-0169

中村　正樹113030

TEL 092-323-0576

重松住宅機器サービス －4001有個

管１
福岡県糸島市高上２３４－４〒819-1143

重松　豪人113031

TEL 093-701-5603

（株）サンライン 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県中間市七重町１２－１６〒809-0027

山﨑　弘康113032

TEL 093-602-5573

（合）プロテクトクラブ 120 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城１－２４－２０〒807-0801

山口　篤司113033

TEL 093-342-7733

（株）リフト 3,000 －4008有法

内１具１
福岡県北九州市門司区松原２－２－２２〒800-0064

齋藤　慎佑113034

TEL 093-332-2201

（株）椿工務店 5,000 －4008無法

建１大１左１屋１タ１内１
福岡県北九州市門司区丸山吉野町３－１７〒801-0824

椿　秀樹113035

TEL 0948-65-0052

百武電気 －4010無個

電１
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師４３２８－８〒820-0607

百武　達也113036

TEL 092-407-0366

（株）ｇｒｏｗ 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区樋井川６－２７－５８〒814-0153

小島　武志113037

TEL 0942-77-1355

（有）旭金網 3,000 －4002無法

と１
福岡県三井郡大刀洗町大字上高橋１５４７〒830-1222

床島　裕明113038

TEL 092-692-9745

（有）総備空調 3,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５－６－６〒811-2126

石内　健113039

TEL 0942-65-3657

橋建工業 －4002無個

と１
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷４７４１－３〒830-1211

髙橋　幸裕113040

TEL 093-611-5082

一樹園 －4008無個

園１
福岡県北九州市八幡西区上の原３－８－２〒807-0071

坂口　司113041

TEL 093-981-6546

花木工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区元城町６－１６〒806-0015

花木　直也113042



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1458頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-555-3423

（株）高村組 500 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡水巻町高尾１９－１〒807-0024

高村　康博113043

TEL 0120-94-7094

ＫＨファシリテック（株） 50,000 －4008無法

土２建２と２屋２鋼２舗２塗２
福岡県北九州市若松区北湊町９－２７〒808-0027

磯久　和之113044

TEL 093-246-2733

（株）ＴＡＣ 5,000 －4008無法

管１
福岡県中間市太賀１－２２－６〒809-0015

谷口　智治113045

TEL 0947-82-5878

宝樹工業 －4009無個

建１機１
福岡県田川郡添田町大字庄７８６〒824-0601

原田　竜子113046

TEL 092-981-6530

（株）大石建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡志免町南里６－２３－１〒811-2207

大石　貴博113047

TEL 092-804-5100

（株）　瀬電気工事 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区内野３－１２－２５〒811-1123

　瀬　一郎113048

TEL 092-287-6705

（株）西海工務店 3,000 －4001無法

土１建１と１舗１水１
福岡県福岡市早良区内野２－６－３０〒811-1123

北原　賢太113049

TEL 092-519-1556

（株）松浦設備 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区小戸５－１０－１４－５０６〒819-0001

松浦　祥113050

TEL 092-710-7177

エムアンドティ（株） 9,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区上牟田１－７－２０〒812-0006

村山　武士113051

TEL 092-626-9838

藤野建設（株） 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区吉塚４－３－１８〒812-0041

藤野　友章113052

TEL 0948-72-5860

（株）前山産業 20,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市大分１４３８－２〒820-0712

前山　剛哉113053

TEL 093-982-0602

（有）ＭＫテック 3,000 －4008有法

鋼１防１
福岡県中間市大字上底井野１９０３－７〒809-0003

前田　耕造113054

TEL 093-642-2001

石建 －4008有個

土１建１
福岡県北九州市八幡西区西王子町１２－７〒806-0039

石川　宏113055



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1459頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-881-4298

（株）ケイシン 1,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市戸畑区新池２－６－２４〒804-0082

末光　宏次113056

TEL 093-651-2545

インテリアライフ －4008無個

建１大１内１
福岡県北九州市八幡東区東山１－６－４８〒805-0026

本田　義治113057

TEL 093-982-6440

（有）羽衣塗装 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区羽衣町１６－８〒805-0042

諏訪下　秀樹113058

TEL 0942-27-7831

（株）おおた技建 1,000 －4002無法

土１水１
福岡県久留米市善導寺与田１５６－７〒839-0823

太田　洋子113059

TEL 0943-72-0883

（株）古賀興業 5,000 －4002無法

解１
福岡県久留米市田主丸町殖木２３３－４〒839-1204

古賀　竜也113060

TEL 0947-85-9308

（株）技研 100 －4009無法

解１
福岡県田川郡福智町金田８３９－１〒822-1201

稲冨　輝男113062

TEL 093-692-0018

（株）ＧＮ１ 5,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市八幡西区浅川２－３－１６－１０８〒807-0872

田中　智113063

TEL 0943-77-4685

（株）堤木材 8,000 －4002有法

建１大１
福岡県うきは市浮羽町浮羽５６８－１〒839-1402

堤　豊仁113064

TEL 093-616-7007

（株）エムロス 3,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町２－３３－１０１〒806-0041

宮野　将範113065

TEL 093-883-9889

飯田総建（株） 9,900 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大字金剛１５５－４〒807-1263

飯田　篤史113066

TEL 0947-23-2162

桒野内装 －4009無個

内１
福岡県田川市大字川宮７５３－２６〒826-0042

桒野　龍郎113067

TEL 092-710-8555

（株）明装テック 5,000 －4001無法

塗１
福岡県古賀市莚内１６４３－３２〒811-3121

井上　清視113069

TEL 092-409-6257

（有）トヨシゲ 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市東区馬出４－１－３７〒812-0054

榊　潤一113070



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1460頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-671-1616

（株）Ｐｌｕｓ 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区香椎３－１－１８ユニエル香椎　１〒813-0011

千住　達郎113071

TEL 092-207-7700

（株）寅友工 1,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区土井３－１－３０－１Ｆ〒813-0032

長　賢太郎113072

TEL 092-986-9074

（株）緑守園 5,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区内浜２－１７－６〒819-0005

松延　守男113073

TEL 092-215-2740

（有）サンサイン 3,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市東区多の津３－１－６〒813-0034

長　和正113074

TEL 092-834-6475

（株）安河内 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区重留６－１０－７－１０２〒811-1101

安河内　康男113075

TEL 092-432-5011

ナウディベロップメント（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区薬院１－１１－１６〒810-0022

梶原　裕平113076

TEL 092-712-3581

（株）ノボル 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区薬院２－２－２４－８０８〒810-0022

秋本　登113077

TEL 092-402-0215

エコウェイ（株） 10,000 －4001無法

土１と１解１
福岡県福岡市東区原田１－４３－４３〒812-0063

日向　捻治113078

TEL 092-524-1811

（株）ティーアンドイー 10,000 －4001有法

と１内１
福岡県福岡市中央区清川２－１２－６〒810-0005

岡部　知寛113079

TEL 0943-52-3507

田中建設 －4007無個

土１
福岡県八女市星野村６９８３－１〒834-0201

田中　智浩113080

TEL 0949-24-9470

（株）野崎技研工業 5,000 －4004無法

土１と１
福岡県直方市大字下境１４０２〒822-0007

谷　章平113081

TEL 092-566-2060

早田建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区老司５－４３－１４〒811-1346

早田　秀之113082

TEL 092-741-0252

（株）権藤本店 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区警固３－３－６〒810-0023

佐々木　善一113083



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1461頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-287-4431

小嶽工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区篠崎５－２７－１〒803-0861

小嶽　雄也113084

TEL 093-932-0234

（株）アライヴ 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区八幡町１９－１１〒802-0805

宮本　真吾113085

TEL 092-408-3717

（株）タジマ商会 5,000 －4011無法

消１
福岡県那珂川市道善２－４５－１Ｆ〒811-1254

田島　昌樹113086

TEL 092-953-0762

（株）古森産商 5,000 －4011無法

管１
福岡県那珂川市道善４－１５－１１〒811-1254

古森　均113087

TEL 092-776-8001

（株）上松設備 1,000 －4011無法

管１
福岡県春日市星見ヶ丘３－４０〒816-0849

上松　恵一113088

TEL 092-928-4112

健電舎 －4011無個

電１
福岡県太宰府市国分３－１１－１０〒818-0132

園田　健人113089

TEL 092-982-4171

（株）シナプスコーポレーション 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区日佐２－１９－３４－６０１〒811-1313

吉冨　健二113090

TEL 092-596-1322

（株）森設備 10,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市南ヶ丘５－１１－２〒816-0964

森　正章113091

TEL 092-555-2411

（株）ａｓ　ｏｎｅ 3,000 －4011無法

通１
福岡県筑紫野市大字筑紫８１９－７〒818-0025

浅石　賢二113092

TEL 093-883-8860

（株）泰成 3,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市八幡西区割子川２－２０－５〒806-0064

井上　隼也113093

TEL 092-775-9710

（株）川渕電気 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区香椎駅東３－２４－４７〒813-0012

川渕　全智113094

TEL 092-804-4481

鍵野電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区重留１－２１－２３〒811-1101

鍵野　豊113095

TEL 092-517-1531

（株）ＡＲＣＨＩ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市中央区平尾５－３－２３〒810-0014

渡邉　貴士113096



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1462頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-923-3300

ＳＴＥＥＬ（株） 1,000 －4011無法

筋１
福岡県筑紫野市阿志岐８００－１〒818-0011

上原　晃113097

TEL 09496-2-4631

（株）筑豊ダイヤ 5,000 －4004無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野２８０８－１〒820-1103

出本　徳規113098

TEL 093-967-2916

森川設備工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区片野２－１８－１－２０１〒802-0064

森川　主税113099

TEL 0979-64-7485

梶原内装 －4005無個

内１
福岡県豊前市大字赤熊８５５－４〒828-0027

梶原　友一113100

TEL 093-382-5577

（株）北九州ゴム工業 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市門司区松原２－４－１３〒800-0064

大隅　淳司113101

TEL 093-981-0321

晴神工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉南区沼南町１－１７－４８〒800-0205

木村　心太朗113102

TEL 092-936-7083

（株）竹内空調 5,000 －4001無法

屋１管１板１
福岡県糟屋郡須恵町新原１０５－１－Ｄ〒811-2244

竹内　弘二113103

TEL 092-834-7564

（株）グッドライト 5,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市西区拾六町３－１３－１２〒819-0041

髙木　正太113104

TEL 092-523-6336

（株）Ｑ－ｍａｓｔ 300,000 －4001有法

電１管１機１消１
福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１〒810-0011

井上　淳二113105

TEL 092-801-5322

（株）タカオ 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市早良区田隈１－２－１７〒814-0174

高雄　則光113106

TEL 0949-22-1691

大谷金網工業（株） 1,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県直方市須崎町１０－４〒822-0024

大谷　悦子113107

TEL 0942-32-6762

（株）アサショウ 40,000 －4002有法

機１
福岡県久留米市長門石４－３－５〒830-0027

井原　章光113108

TEL 093-555-6839

（株）柴田設備工業 6,000 －4005無法

管１機１
福岡県京都郡苅田町幸町１７－１１〒800-0314

柴田　信一113109
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TEL 093-471-2411

（株）松村板金工業 7,000 －4008無法

屋１
福岡県北九州市小倉南区上貫３－１０－４〒800-0244

松村　次夫113110

TEL 093-701-7961

信和リフォーム －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区大字安屋２７９－２〒808-0124

平山　信義113111

TEL 093-961-0881

トニー（株） 5,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区横代南町１－７－８〒802-0826

小路　透113113

TEL 093-481-5511

（株）大田プラント 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市門司区大字猿喰７０８－１〒800-0102

大田　一樹113114

TEL 0948-43-4788

さくら工業（株） 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市網分１７６９－１０〒820-0101

藤田　由美113115

TEL 093-246-2602

（株）洸設備 3,000 －4008無法

土１管１水１
福岡県中間市岩瀬２－２５－８〒809-0011

有田　トシ子113116

TEL 092-691-2913

内野板金工業（株） 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区青葉１丁目８－７〒813-0025

内野　年記113117

TEL 092-944-5123

吉原工装 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区高美台２－３６－９〒811-0215

吉原　広美113118

TEL 092-327-0945

（株）ＫＥＮＭＩ 1,000 －4001無法

と１
福岡県糸島市志摩吉田６３７－４〒819-1302

江川　健市113119

TEL 092-404-9837

（株）丸井 5,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市南区西長住２－１６－５〒811-1361

梁井　聡113120

TEL 092-734-4000

（株）ビルドヒューマニー 9,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市中央区今川１－１２－３８〒810-0054

甲斐　始113121

TEL 092-408-3115

（株）大日本絋産 3,000 －4011無法

タ１板１
福岡県筑紫野市大字下見５３３－１〒818-0021

田中　裕仁113122

TEL 0948-43-3265

（有）ケイエヌ 3,000 －4010有法

消１
福岡県飯塚市吉原町１－１－８０７〒820-0040

鑓水　幸子113123
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-82-1559

米建 －4010無個

大１
福岡県飯塚市赤坂８７６－３０〒820-0106

米田　直人113124

TEL 0979-84-7588

新興産業 －4005無個

建１
福岡県築上郡上毛町宇野７０５－３〒871-0914

坪根　マユミ113125

TEL 0942-65-8200

ダレスサンドロジャパン（株） 2,000 －4002有法

機１
福岡県久留米市東合川４－１－３９〒839-0809

鵜池　俊幸113126

TEL 0944-22-3394

（株）エイコウ 9,000 －4003有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県みやま市高田町江浦１６１０－１〒839-0213

永江　喜代美113127

TEL 0944-86-5652

石井工務店 －4003無個

建１解１
福岡県大川市大字酒見１５４３－１〒831-0016

石井　健二113128

TEL 0946-52-1836

（株）大塚工業 5,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉市長渕５９９－５〒838-1314

大塚　裕己113129

TEL 093-391-4760

セイケ塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市門司区上馬寄２－１－２７〒800-0042

清家　竜一郎113130

TEL 093-771-8826

（有）サンシン 3,000 －4008有法

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市若松区響町１－８８－５〒808-0021

岡田　豊113131

TEL 093-482-4451

（株）アイセイホーム 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸１－１０－８〒802-0061

久住　秀利113132

TEL 0947-72-7918

（株）中野鉄工 6,000 －4009有法

鋼１
福岡県田川郡川崎町大字田原１６９５－１〒827-0004

中野　俊治113133

TEL 093-953-7533

（株）平尾 5,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市小倉北区香春口１－１５－８〒802-0084

平尾　伊智郎113134

TEL 093-230-4155

（株）粋工 1,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡西区中の原３－１４－３５〒807-0078

髙増　学113135

TEL 092-433-3334

（株）匠 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区半道橋２－６－３４〒812-0897

森　匠113136
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TEL 092-231-8224

（株）ＭＣＰ 5,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市博多区月隈１－１８－１１〒812-0858

中原　正和113137

TEL 092-565-7627

（株）野越組 5,000 －4001無法

と１鋼１
福岡県福岡市南区鶴田４－３６－７〒811-1352

河野　力113138

TEL 092-324-1459

和田内装工事（株） 2,100 －4001無法

内１
福岡県糸島市井田４３５〒819-1562

和田　智美113139

TEL 092-322-1882

（株）山下工務店 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県糸島市香力１２９－１〒819-1147

山下　和男113140

TEL 092-713-5818

立花ネットサービス（株） 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市中央区渡辺通５－２３－２－６０５〒810-0004

立花　秋子113141

TEL 092-410-8748

（株）ＴＳＰコーワ 3,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２－４－１〒813-0003

金田　浩和113142

TEL 092-865-6087

（有）Ａ・Ｎ技建 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市城南区長尾５－５－２－８０３〒814-0123

中村　明113143

TEL 0942-65-9885

（株）アステック 5,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県久留米市山川町９４５－２〒839-0817

鬼塚　順一113144

TEL 092-558-5548

アジア綜合仮設（株） 5,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市東大利４－７－２５〒816-0941

吉田　宗弘113145

TEL 092-985-1265

末石工業 －4011無個

管１
福岡県那珂川市王塚台３－２２６－１〒811-1221

末石　智和113146

TEL 092-953-4553

永田組 －4011無個

大１
福岡県那珂川市西隈１－３－８〒811-1242

永田　かおり113147

TEL 092-404-0000

（株）ニッチＡ 1,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市中３－１２－１４〒816-0906

佐々木　一聡113148

TEL 092-953-2250

吉岡塗装 －4011無個

塗１
福岡県那珂川市仲１－１４〒811-1253

吉岡　博信113149
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TEL 0946-22-6012

木村建築板金 －4006無個

板１
福岡県朝倉郡筑前町上高場２０４０－９〒838-0821

木村　倫三113150

TEL 093-618-3840

（有）全建設 5,000 －4008無法

土１と１鋼１舗１し１
福岡県北九州市八幡西区香月西１－６－１２〒807-1103

全　吉秀113151

TEL 093-475-1848

東福技建 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区中曽根２－９－５〒800-0222

桑原　英二郎113152

TEL 093-981-8581

Ｅ．Ｈ電気工事（株） 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－１４－２９－１〒802-0023

堀口　裕俊113153

TEL 0949-33-3413

（株）福南緑化 5,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県宮若市下有木６０６－７〒823-0014

西村　哲郎113154

TEL 0943-77-2738

マルカ木材（株） 15,000 －4002有法

土１大１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県うきは市浮羽町高見８３－１〒839-1406

樋口　吉德113155

TEL 093-230-3868

良正建設（合） 2,000 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡岡垣町松ケ台４－１６－１０〒811-4124

皆森　良春113156

TEL 093-383-7737

（有）松商 7,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区弁天町５－２－８０４〒803-0856

松原　武司113157

TEL 093-932-6661

（株）ユーイングビジネスサポート 10,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市小倉北区片野４－３－１８〒802-0064

大川　哲也113158

TEL 092-873-9353

（株）福田屋 8,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市城南区片江５－１２－２６－１Ｆ〒814-0142

小石原　卓都113159

TEL 092-512-2251

（株）ａｍ． 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区向野２－１４－１〒815-0035

田邉　洋介113160

TEL 092-512-2002

（株）アステリア九州 10,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市南区中尾３－３０－７－２０１〒811-1364

宮村　慎吾113161

TEL 092-433-0725

（株）マインド 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区東光２丁目１４番２３号〒812-0008

河野　正寛113162
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TEL 092-791-9320

（株）ＨＩＧＨ　ＥＮＤ 1,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区港３－４－２５〒810-0075

小田原　雄一113163

TEL 093-434-1263

（株）ＩＳＳＡ 2,000 －4005有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県京都郡苅田町神田町２－１－２〒800-0361

磯崎　伊三郎113164

TEL 0947-23-2738

（株）海晴 100 －4009無法

機１
福岡県田川郡福智町金田１１８３〒822-1201

德重　祐樹113165

TEL 092-566-7733

（株）ハヤト工業 3,000 －4001有法

管１板１
福岡県福岡市南区老司３－３８－１３〒811-1346

日高　勇人113166

TEL 092-477-5511

（株）アステム 3,355,067 －4001有法

管１機１
福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２〒812-0007

吉村　次生113167

TEL 092-328-0834

大江建設 －4001無個

建１
福岡県糸島市志摩船越７９〒819-1332

大江　信也113168

TEL 093-521-6310

（株）ＲＳＮ 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区京町２－４－９白頭山京町ビル２Ｆ〒802-0002

星山　聖鳳113169

TEL 093-644-1322

（資）住創 4,500 －4008無法

建１電１鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣３－８－１４〒808-0047

中村　祥子113170

TEL 092-918-3922

（株）ＨＳ建工 8,500 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市大字永岡１４２６〒818-0066

牛嶋　博美113171

TEL 0942-72-5386

西山建築 －4002無個

建１
福岡県小郡市小郡２４５１－３〒838-0141

西山　和孝113172

TEL 0942-27-8513

（株）ｍ３ 3,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市荒木町荒木１３３９－１〒830-0063

山下　宗徳113173

TEL 093-482-3768

（株）ＧｏｏｄＬｉｆｅＪａｐａｎ 40,000 －4008有法

土２と２
福岡県北九州市小倉北区香春口１－６－１５－２Ｆ〒802-0084

村岡　紗代子113174

TEL 093-953-6677

ナガセ建設（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県北九州市小倉南区葛原本町５－１３－２２〒800-0253

長瀬　智恵一113175



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1468頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-791-2685

（有）牛島防蝕 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市若松区東二島３－３４－３〒808-0102

牛島　漢一113176

TEL 093-482-7320

（株）フィールド 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区友田３－９－３６〒807-0828

古野　聡113177

TEL 093-293-9691

（株）ノベルエイト 300 －4008無法

と１機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津９９１〒811-4341

石橋　正臣113178

TEL 092-873-4228

（株）ＹＳメガジャパン 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区次郎丸６－５－６０－５０１〒814-0165

坂本　豊113179

TEL 092-441-3200

九州計測器（株） 35,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区山王１－６－１８〒812-0015

岩倉　弘隆113181

TEL 092-407-8660

（株）隆工業 5,000 －4001無法

管１水１
福岡県福岡市早良区南庄３－１－５〒814-0031

小笠原　隆史113182

TEL 092-834-4913

中村造園（株） 3,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区周船寺２－１２－２３－４０５〒819-0387

中村　剛之113183

TEL 0949-58-9237

（株）迫木創建 5,000 －4004無法

大１
福岡県鞍手郡鞍手町大字猪倉１６８〒807-1301

迫木　英亮113184

TEL 09496-2-6088

グランテック（株） 1,000 －4010有法

と１
福岡県飯塚市口原１０７－３〒820-1114

手島　秀男113185

TEL 093-621-5111

阿比留工業 －4008無個

と１
福岡県北九州市八幡西区青山２－１０－４４－３０８〒806-0043

阿比留　幸治113186

TEL 093-391-5588

（株）明友 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市門司区社ノ木１－４－１７－１Ｆ〒800-0054

上水流　明廣113187

TEL 0948-29-3566

岩本興産（株） 20,000 －4010有法

土１と１解１
福岡県飯塚市津原３４０〒820-0086

岩本　創113188

TEL 0944-85-0830

（株）Ｋ３ｐｌｕｓ 7,000 －4003有法

大１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県柳川市田脇１５７－１〒832-0089

金丸　英樹113189
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-575-0275

（株）増田鉄筋工業 3,000 －4001無法

筋１
福岡県福岡市南区的場２－４－６－６０５〒811-1314

増田　登113190

TEL 0947-44-9965

松尾鉄筋 －4009無個

筋１
福岡県田川市大字川宮１３２２－２２〒826-0042

松尾　晋113191

TEL 092-554-7556

（株）結希建設 10,000 －4001無法

と１電１
福岡県福岡市南区清水１－８－６１〒815-0031

田畑　佑樹113192

TEL 092-409-0727

クリエイト産業（株） 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区多の津５－２３－１２－Ｄ－２〒813-0034

友添　雄二113193

TEL 092-661-1136

（株）Ｍａｐｓ 2,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区千早１－２０－２３〒813-0044

古賀　弘毅113194

TEL 0944-67-3220

ＳＥＩＹＯ －4003無個

土１と１管１舗１水１
福岡県みやま市山川町立山１３２２－１〒835-0103

宇津宮　誠113197

TEL 0944-85-9109

（株）栄和電設 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字橘２０５－１〒837-0911

岩田　学113198

TEL 092-409-8868

丸任ジャパン（株） 20,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区山王１－１０－１１－８０９〒812-0015

時任　毅113199

TEL 0949-52-6575

（株）九和 3,000 －4004無法

と１
福岡県鞍手郡鞍手町中山２７６８－４９〒807-1312

田中　浩二113200

TEL 0942-65-7921

フルハウス（株） 3,000 －4007無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県筑後市西牟田字城崎３７７７番地〒833-0053

北川　秀幸113201

TEL 0940-42-8840

（株）藤工房 100 －4008無法

と１
福岡県福津市日蒔野６－１４－８－３０１〒811-3209

藤　貴昭113202

TEL 093-980-7713

阿部塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市小倉北区東港１－６－１－１０３〒803-0802

阿部　正義113203

TEL 093-777-5424

アルクグループ（株） 1,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町２－３－２４〒807-0046

入江　洋文113204



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-582-7777

（株）泰平住建 50,000 －4008有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県北九州市小倉北区井堀１－５－３０〒803-0835

竹内　陽平113205

TEL 0948-25-8729

（有）越智産業 3,000 －4010無法

タ１
福岡県飯塚市潤野５２８－１〒820-0021

越智　洋一113206

TEL 0947-85-9323

（株）ＩＮＡＴＯＭＩ 5,000 －4009無法

土１と１舗１
福岡県田川郡福智町弁城１２７６〒822-1212

稲冨　義輝113207

TEL 0947-42-8984

（株）エムアールテック 50,000 －4009無法

と１
福岡県田川市夏吉１３４３〒825-0004

谷口　隆憲113208

TEL 092-928-0603

（株）ＴＳフロアー 2,000 －4011無法

内１
福岡県筑紫野市天拝坂２－３－５５〒818-0053

佐藤　勇法113209

TEL 092-929-2560

（株）俊建工房 5,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市大字阿志岐１４７８－１〒818-0011

中山　俊徳113210

TEL 092-600-2966

（株）オクタニ冷機 3,000 －4011無法

電１管１
福岡県太宰府市朱雀６－１－２０〒818-0103

奥谷　匡博113211

TEL 092-409-4097

三輪建工（株） 300 －4001無法

機１
福岡県福岡市博多区東那珂１－６－３７アコーンズ東那珂７号室〒812-0892

三輪　孝幸113212

TEL 092-451-7120

（株）絆 100 －4001無法

と１防１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－５－１－５０２号〒812-0016

市村　真一郎113213

TEL 092-806-4213

（株）スイレン 50,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市西区千里４６３－６〒819-0374

平田　直子113214

TEL 092-551-8783

川口工業（株） 9,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区三宅２－１０－２７〒811-1344

川口　一成113215

TEL 092-408-9240

（株）熱工コウリツカ 1,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市南区柏原６－１９－１４〒811-1353

内野　真実113216

TEL 092-776-9871

新成プランニング －4001無個

電１
福岡県福岡市早良区野芥２－２５－２３－２０２〒814-0171

上野　貴弘113217



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-407-4950

（株）クマホーム 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市早良区飯倉６－４２－７〒814-0164

熊本　茂仁113218

TEL 092-557-3320

（株）福保 10,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区若久６－８－２３〒815-0042

大久保　浩明113219

TEL 093-967-9620

福琉工業（株） 10,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区高浜１－１－１〒802-0021

堤　浩之113220

TEL 0949-52-2763

俵建築設計 －4004有個

建１
福岡県宮若市福丸２３０－１〒822-0101

俵　竹美113221

TEL 0948-96-1166

五友エコワークス（株） 10,000 －4010有法

鋼１
福岡県飯塚市勢田２４０８－３〒820-1111

山﨑　正一113222

TEL 0944-76-3546

（株）成浩 1,000 －4003無法

土１と１管１舗１し１
福岡県柳川市大和町塩塚１０９８〒839-0243

中村　浩一郎113223

TEL 0942-48-1751

（株）Ｓ－ＯＮＥ 20,000 －4002無法

土１と１石１鋼１し１
福岡県久留米市白山町４１２－１０〒830-0041

白石　弘113224

TEL 0943-75-4775

（有）東部産業 3,000 －4002有法

大１
福岡県うきは市吉井町富永１７７９－１〒839-1333

村田　充113225

TEL 092-953-2888

（株）一関技建 5,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市下梶原１－１４－８〒811-1222

一関　和人113226

TEL 092-692-1062

（株）占部建築板金 3,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘６－４－５筑紫ビル３Ｆ〒813-0003

占部　剛志113227

TEL 092-710-0177

（株）山電 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区元町１－６－８サンウッドビル２号室〒812-0877

山下　浩康113228

TEL 0943-24-1855

（株）大坪 5,000 －4007有法

土１建１と１石１舗１水１解１
福岡県八女市龍ケ原２５１－１０〒834-0067

大坪　昭三郎113229

TEL 0943-323-0546

丸山建設 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字日吉６９９－３〒834-0111

丸山　祐蔵113230
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-35-1770

アース工房（株） 40,000 －4002有法

土１建２大２と１石１屋２タ２鋼２舗１し１塗１内２水１解１
福岡県久留米市宮ノ陣４－２９－１１－２Ｆ〒839-0801

橋本　秀哲113231

TEL 0949-52-6833

健康建設 －4004無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県宮若市礒光１７４８－１〒823-0004

矢部　健一113232

TEL 092-400-4905

シェイプ（株） 10,000 －4001有法

管１通１
福岡県福岡市博多区美野島１－３－１７－５Ｆ〒812-0017

馬淵　和範113233

TEL 092-555-8480

Ｅトラスト（株） 1,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市南区大平寺２－１５－３４〒811-1354

權藤　学113234

TEL 092-405-6661

（株）粕屋防災設備 3,000 －4001有法

消１
福岡県糟屋郡粕屋町若宮２丁目１４番１０号〒811-2314

徳永　康広113235

TEL 092-432-5388

（株）サイトシステム 10,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－２－１０〒812-0016

西山　浩実113236

TEL 092-291-8453

（株）木屋大原商店 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市博多区須崎町１－１８〒812-0028

大原　嘉輝113237

TEL 092-323-3866

長谷川鉄工 －4001無個

鋼１
福岡県糸島市雷山４７４－１〒819-1145

長谷川　亮113238

TEL 092-692-8418

（株）絆工業 1,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市東区筥松１－４－２７－１０２〒812-0061

白石　健太113239

TEL 092-929-3736

ワイズインテリアプロデュース －4011無個

内１
福岡県太宰府市向佐野４－４－２７〒818-0103

江口　賢113240

TEL 093-381-9118

（有）大豊プラント 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市門司区下二十町９－２２〒800-0028

村中　豊113241

TEL 0940-42-1618

ペインターズ －4008無個

塗１
福岡県福津市中央５－１－２８　第１１Ｋビル１０１号〒811-3217

井手　達也113242

TEL 0948-24-5979

（株）椿機設工業 5,000 －4010無法

機１
福岡県飯塚市椿５３９－１〒820-0084

吉田　龍司113243
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福岡県
知事許可
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TEL 0948-92-5878

左官業・中島 －4010無個

左１
福岡県飯塚市鹿毛馬７７７－２〒820-1112

中島　真人113244

TEL 0942-44-0400

（有）池田商会 3,000 －4002無法

土１と１
福岡県久留米市合川町１１５６－１３〒839-0861

池田　津代志113245

TEL 092-801-5130

石米設備工業 －4001無個

管１
福岡県福岡市城南区東油山３－２６－３２〒814-0155

石米　哲也113246

TEL 092-643-0228

堀川畳襖店 －4001無個

内１
福岡県福岡市博多区千代３－６－２－１０１〒812-0044

堀川　太113247

TEL 092-515-6452

ヒロセ電工（株） 2,500 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区的場２－２－２１〒811-1314

　瀬　桂司113248

TEL 0930-31-0936

長岡組 －4005無個

土１
福岡県築上郡築上町大字高塚９３４－７〒829-0331

長岡　登志男113249

TEL 093-555-8137

柏村建設 －4008無個

大１
福岡県北九州市若松区小糸町１４－１８〒808-0046

柏村　広典113251

TEL 092-927-1168

（株）エイシン 5,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市大字原田１６１３－１〒818-0024

永野　亮一113252

TEL 092-287-5681

杢工房 －4011無個

建１
福岡県大野城市山田３－１１－１－３０３〒816-0922

山下　晋平113253

TEL 092-984-3192

（株）エクスパイス 1,000 －4001無法

と１
福岡県古賀市今の庄３－３－１１〒811-3117

三宅　亨113254

TEL 092-938-6577

（株）前田ＧＬＡＳＳ商事 5,000 －4001無法

ガ１
福岡県糟屋郡粕屋町仲原３－１２－１３〒811-2304

前田　強113255

TEL 092-410-1424

（株）ＦａｍｉｌｉａｎＳｔｙｌｅ 5,000 －4001無法

屋１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵６４４－８〒811-2113

大木　新吾113256

TEL 092-531-0568

（株）柿原組 100,000 －4001有法

土２建２大１左１と２石１屋１タ１鋼１筋１舗２板１塗１防１内２具１水２解２
福岡県福岡市中央区薬院３－４－２１〒810-0022

吉永　泰憲113257



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1474頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-400-4412

ＧＲテクノ －4001無個

防１
福岡県古賀市駅東２－９－１６〒811-3102

井上　晃次郎113258

TEL 093-761-6252

緒方塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市若松区修多羅２－１６－３４〒808-0053

緒方　秀年113259

TEL 093-883-8985

ＣｒｅａｔｅＰｅａｃｅ（株） 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市八幡西区中の原２－１４－２〒807-0078

上妻　浩一113260

TEL 0947-26-0216

プラスワン －4009無個

内１
福岡県田川郡糸田町３２８３－９〒822-1316

原　亜希美113261

TEL 050-3568-5393
）
Ｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｊａｐａｎ（株 3,000 －4002有法

と１
福岡県久留米市梅満町１６２４－１－１１１〒830-0048

岡田　大徳113262

TEL 093-921-8848

（株）アート建設 25,000 －4008無法

土１と１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市小倉北区白銀２－１０－２－１１０〒802-0074

和田　洋子113263

TEL 092-607-7547

橘建設工業（株） 5,000 －4001無法

土１と１舗１し１水１
福岡県福岡市東区和白６－６－１０〒811-0202

古本　憲悟113264

TEL 093-953-8480

西村ホーム（株） 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区浅野２－１０－１３〒802-0001

西村　美穂113265

TEL 0948-72-4353

ヒラノ巧健 －4010無個

建１
福岡県飯塚市北古賀９６８－２〒820-0703

平埜　隆廣113266

TEL 0949-24-7179

古賀工業 －4004無個

屋１
福岡県直方市大字植木９６４－７〒822-0031

古賀　満弘113267

TEL 0942-22-5019

（株）アグレイトワークス 3,000 －4002有法

電１
福岡県久留米市上津町２３９９－１－４〒830-0052

権藤　浩行113268

TEL 0930-25-6815

古城内装 －4005無個

内１
福岡県行橋市西泉６－２－１３〒824-0038

古城　賢吾113269

TEL 093-951-6139

（株）アンサー倶楽部 60,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－１２－１２〒802-0061

三谷　俊介113270



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1475頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-932-5050

（株）八七工務店 5,000 －4008有法

大１と１解１
福岡県北九州市小倉北区重住３－８－１〒802-0011

花野　龍113271

TEL 093-203-5005

（株）ＳＲＫ 5,000 －4008無法

屋１板１
福岡県遠賀郡水巻町吉田南１－４－２２〒807-0048

佐藤　正樹113272

TEL 093-882-8305

須崎工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区千防２－７－４〒804-0081

須﨑　耕平113273

TEL 092-555-4445

（株）ＪＫＹ 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区老司１－１－１６〒811-1346

小塚　昌治113274

TEL 092-681-1644

（株）石橋表具店 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区水谷２－２０－３０〒813-0041

石橋　博重113275

TEL 092-555-6241

（株）伸匠工業 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区柏原６丁目１９－１２〒811-1353

髙橋　伸光113276

TEL 092-323-8800

（有）ＬｉｆｅＣｏｌｏｒ 3,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糸島市大門５６－４〒819-1564

長野　翔太113277

TEL 093-383-7089

（株）安東工業 1,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区今町２－９－１１〒803-0862

安東　真樹113278

TEL 093-932-5311

公文工業（株） 10,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市小倉北区片野３－６－２２〒802-0064

公文　貴之113279

TEL 092-576-9475

（有）福岡総建電設 3,000 －4011無法

電１管１絶１
福岡県筑紫野市紫３－７－２２〒818-0061

待鳥　秀和113280

TEL 092-952-3469

ａ－ｐｒｏ －4011無個

内１
福岡県那珂川市片縄北６－５－８〒811-1203

庄野　稔康113281

TEL 0942-52-6301

中村住宅設備 －4007無個

管１水１
福岡県筑後市大字蔵数５２９－１２〒833-0054

中村　正光113282

TEL 0942-31-2001

橋村板金工業所 －4002無個

板１
福岡県久留米市梅満町７３９番地〒830-0048

橋村　一哉113283



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1476頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-23-4130

（株）山正建設 2,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字中泉１２３５－２〒822-0011

政枝　定男113284

TEL 092-408-7543

ホームベース（株） 2,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市二日市中央１－６－１３〒818-0072

德田　英明113285

TEL 092-581-2528

おにき電設 －4001無個

電１
福岡県福岡市博多区麦野１－２９－５〒812-0882

村上　悟113286

TEL 0946-72-8460

（株）匠史建設 5,000 －4006無法

土１
福岡県朝倉郡東峰村大字福井２９１７〒838-1702

武田　賢助113287

TEL 092-935-1153

（株）丸七工務店 10,000 －4001無法

建１左１タ１鋼１板１内１
福岡県糟屋郡志免町南里６－２－１〒811-2207

髙木　秀喜113288

TEL 092-791-4464

コスモ環境（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区高砂２－６－４〒810-0011

甲斐　健治113289

TEL 092-834-4404

（株）地栄不動産 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区戸切３－７－２７〒819-0032

島木　広光113290

TEL 092-526-2028

（有）エスティホーム 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区平尾２－２－２０〒810-0014

棚町　佐武郎113291

TEL 093-951-1443

（合）樋口設備 300 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区三萩野２－１－２６－４０８号〒802-0065

樋口　愼一113292

TEL 093-980-5095

（株）ＳＫ建設 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県北九州市八幡東区石坪町１２－１２　第二白石ビル５０９〒805-0021

伊藤　寿美男113293

TEL 0943-24-9926

（株）タテマサ 5,000 －4007無法

土１と１舗１
福岡県八女市上陽町北川内１０－１〒834-1102

立石　雅也113294

TEL 092-892-8002

（株）総合リフォームいち 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区生の松原１－２９－５〒819-0055

安部　太一113295

TEL 092-936-3828

（株）Ｏｎｅ　ＳＴＹＬＥ 5,000 －4001無法

筋１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１１５－１８７〒811-2221

松岡　一馬113296



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-22-2130

（株）髙田工業 1,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市下三緒１６８－３〒820-0012

髙田　美和113297

TEL 0947-85-9643

（株）巧 10 －4009無法

と１
福岡県田川市弓削田３３８９－１〒826-0041

坂田　巧113298

TEL 093-791-8823

享栄建設（株） 5,000 －4008無法

と１解１
福岡県北九州市若松区古前１－１４－５〒808-0062

福嶋　享生113299

TEL 0948-26-0550

（株）Ｌ－ＬＩＮＥ 1,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市飯塚１２－２０〒820-0041

鴨川　義孝113300

TEL 092-510-5490

（株）ＫＥＮＴＡＳ 3,000 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県那珂川市中原２－１２０－３Ｆ〒811-1213

村松　健太113301

TEL 093-618-6057

（株）メタルエース 3,500 －4008無法

鋼１板１
福岡県北九州市八幡西区金剛２－３－２８〒807-1263

中山　健悟113302

TEL 093-201-2658

稲田電気（有） 3,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡水巻町古賀２－６－４０〒807-0012

稲田　一彦113303

TEL 0942-78-7758

（有）ネットハウスジャム 3,000 －4002有法

筋１
福岡県久留米市北野町今山１２２７－５〒830-1122

松隈　功113304

TEL 0944-55-6550

（株）ひらの住宅建築 5,000 －4003無法

建１
福岡県大牟田市宮部１４５－１〒837-0914

平野　勝義113305

TEL 0944-85-9238

（株）コーワ 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市新開町３－１０６〒836-0017

小松　幹宏113306

TEL 0943-32-2218

鹿田建設 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字六田２５１－２〒834-0100

鹿田　大介113307

TEL 092-986-4744

（株）ティモール 6,000 －4001無法

土１建１内１
福岡県福岡市中央区高砂１－１６－３４－１０２〒810-0011

梶本　雄一郎113308

TEL 092-321-2133

Ｙ’ ｓ＆Ｍ（株） 8,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県糸島市前原西１－７－３９〒819-1113

青木　善德113309



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-332-7888

大庭興業 －4001無個

と１
福岡県糸島市浦志２－２－２６－１０２〒819-1112

大庭　達矢113310

TEL 092-405-8680

（株）三和通商 20,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市早良区東入部６－１－２〒811-1102

阿部　伸司113311

TEL 092-558-0512

（株）テラノ電設 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区上山門３－１０－５０〒819-0054

吉岡　孝雄113312

TEL 092-863-3515

ヨシオカ企画 －4001無個

土１建１
福岡県福岡市城南区長尾４－１－１７〒814-0123

吉岡　一也113313

TEL 092-984-1112

（株）アドアルファ 1,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市博多区御供所町３－３２－１Ｆ〒812-0037

中島　洋史113314

TEL 092-822-8738

（株）内濱工業 5,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市早良区原１－３８－８ビバリーハウス原１０３号〒814-0022

内濱　浩二113315

TEL 092-864-4649

（株）ウィートライズ 10,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市早良区有田６－１２－２１〒814-0033

中本　悟113316

TEL 092-776-2094

植木造園 －4001無個

園１
福岡県福岡市東区唐原４－１６－１５－１０７〒813-0001

植木　重光113317

TEL 0948-28-6597

兼定工務店 －4010無個

建１
福岡県飯塚市楽市３２８－１〒820-0074

兼定　龍一113318

TEL 0948-43-0044

梅野工務店 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市口春５０２－１５〒820-0207

梅野　誠113319

TEL 0948-25-4475

（株）松村工業 5,000 －4010無法

土１と１鋼１内１解１
福岡県飯塚市本町１９－５５〒820-0042

松村　光二113320

TEL 093-342-8566

（有）ジェネックスライン 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市門司区羽山２－５－２９〒800-0005

中園　義信113321

TEL 093-883-7500

（株）シーズ 5,000 －4008無法

土１と１石１電１鋼１舗１塗１園１水１
福岡県北九州市八幡西区引野２－７－３７〒806-0067

片山　拓也113322



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-55-6006

（株）インテリア・ユキ 9,000 －4003無法

内１
福岡県大牟田市臼井新町１－４３－２〒836-0882

森田　彰113323

TEL 0944-32-9484

ＯＳＰ工業（株） 5,000 －4003無法

内１
福岡県大牟田市岬１１２６－２〒836-0002

中村　正志113324

TEL 0944-33-1953

（株）ハイテク・ソリューション 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市三瀦町福光８６１－５〒830-0114

溝内　洋113325

TEL 0942-35-3026

池田組 －4002無個

大１
福岡県久留米市合川町２１５２－１１〒839-0861

池田　大輔113326

TEL 0949-26-2607

横田商会 －4004無個

管１
福岡県直方市頓野１５５１－１〒822-0002

横田　清隆113327

TEL 0949-23-0993

セイアン工業 －4004有個

管１
福岡県直方市大字中泉７２７－８〒822-0011

松﨑　修二113328

TEL 092-558-1278

（株）ドリームペイント 3,000 －4011無法

塗１
福岡県大野城市瓦田２－９－１３〒816-0932

内　有文113329

TEL 092-572-2722

藤好建装 －4011無個

左１
福岡県大野城市山田２－７－３２〒816-0922

藤好　俊典113330

TEL 092-292-7160

（株）新和技建 20,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２解２
福岡県福岡市博多区竹下５－４－５〒812-0895

猿渡　由彦113331

TEL 092-952-5501

（株）ＢＩＲＫＩＮＧ 2,000 －4011無法

屋１
福岡県那珂川市片縄北３－８－９〒811-1203

石橋　治宜113332

TEL 092-503-1009

筑紫工芸（株） 10,000 －4011有法

鋼１塗１防１
福岡県大野城市大池２－２１－２４〒816-0904

麻生　幸達113333

TEL 0949-28-1506

（株）山野工建 5,000 －4004無法

土１建１と１石１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字植木２０１３－１〒823-0031

山野　計右左113334

TEL 093-230-0044

（株）メディエイト 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘２－６－５〒803-0827

田代　剛113335



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-701-5156

（株）アソートフジ 10,000 －4008有法

土１と１管１鋼１舗１塗１機１水１解１
福岡県北九州市若松区響町１－１１０－１０〒808-0021

萩尾　寿昭113336

TEL 092-776-7310

（株）ホームケア 5,000 －4001無法

建１大１屋１タ１塗１内１
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７〒812-0011

中尾　光司113337

TEL 092-936-2228

山川エンジニアリング（株） 48,000 －4001有法

機１
福岡県糟屋郡須恵町植木１２６５－２４〒811-2112

山川　将央113338

TEL 092-882-3970

（株）大和研装社 50,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１電１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県福岡市西区愛宕１－１７－１〒819-0015

古賀　健一113339

TEL 092-776-3292

小橋建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市城南区鳥飼４－４－４５〒814-0103

小橋　渉113340

TEL 0943-22-5137

中島電気工事 －4007無個

電１
福岡県八女市黒土２３２－３〒834-0002

中島　透113341

TEL 0943-32-0199

（株）アラカワ彩塗 5,000 －4007無法

塗１
福岡県八女郡広川町大字新代１３８９－７１６〒834-0115

荒川　貴之113342

TEL 0943-77-5123

（株）馬田建設 5,000 －4002無法

建１大１
福岡県うきは市浮羽町高見６８８－１〒839-1406

馬田　健二113343

TEL 0942-22-6776

一勝 －4002無個

と１
福岡県久留米市南２－１７－６－３〒830-0051

上川　勝由113344

TEL 0942-73-2363

（株）黒田建設 5,000 －4002無法

建１
福岡県小郡市大板井８３３－２〒838-0142

黒田　正一113345

TEL 0942-65-7928

庭徹 －4002無個

園１
福岡県久留米市東櫛原町２８３６－５〒830-0003

古賀　徹次113346

TEL 092-415-3515

エレスマネット（株） 10,000 －4001有法

電１消１
福岡県福岡市博多区榎田２－７－１３〒812-0004

柿田　繁歳113347

TEL 0948-57-1616

アイ・エステック（株） 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県嘉麻市牛隈５２０－６〒820-0301

岩本　須磨子113348



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-332-8763

（株）Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｔｅｃ 400 －4001無法

電１
福岡県糸島市二丈松末８８１－９〒819-1613

阿部　浩一郎113349

TEL 092-558-9295

（株）オカノ彩工 3,000 －4011無法

塗１防１
福岡県大野城市平野台２－１１－１１〒816-0972

岡野　友貴113350

TEL 092-985-3000

（株）あいあーる不動産 1,000 －4011有法

建１
福岡県筑紫野市塔原東１－５－３〒818-0059

入江　智章113351

TEL 092-953-2040

菊池建装工業 －4011無個

塗１防１
福岡県那珂川市大字市ノ瀬９５６－７〒811-1233

菊池　豊113352

TEL 092-576-9330

（株）住まいの創建 5,000 －4011無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県大野城市緑ヶ丘３－１７－１〒816-0961

豆塚　晃喜113353

TEL 093-981-0450

福岡電技（株） 8,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区東石坂町３〒807-1122

福岡　洋子113354

TEL 0940-51-3523

メディテクノ －4008無個

建１電１管１
福岡県福津市中央２－１８－１－３０５〒811-3217

内田　稔113355

TEL 093-967-0884

遠機設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区沼南町３－１１－１４〒800-0205

遠山　貴宏113356

TEL 092-624-8230

信栄ソリューション（株） 1,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区吉塚３－５－４０〒812-0041

久田　雅彦113357

TEL 0942-65-8406

佐藤興業 －4007無個

土１と１舗１
福岡県筑後市大字若菜１５５６〒833-0047

佐藤　雄二113358

TEL 0944-32-9081

（株）匠 3,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市松原町２－１０〒836-0033

竹下　隆司113359

TEL 0947-45-2544

中島建装 －4009無個

内１
福岡県田川市弓削田７３３－１１〒826-0041

中島　武夫113360

TEL 092-936-6889

（株）トオヤマ 10,000 －4001無法

大１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石７２－３９２〒811-2221

遠山　茂113361



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
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TEL 092-919-6746

（株）Ｍ．ｎｅｘｔ 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区平和２丁目１６－１３－２０５〒815-0071

野口　雅人113362

TEL 092-410-1390

ＳＴＡＮＣＥ －4001無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県古賀市青栁町１１１６〒811-3133

今泉　淳113363

TEL 0947-26-0508

（株）辰島鐵筋 5,000 －4009無法

筋１
福岡県田川郡糸田町２０９１－７〒822-1300

辰島　正直113364

TEL 093-616-7066

（株）アヴァンザ 1,000 －4008無法

土１と１
福岡県北九州市八幡西区金剛３－８－１７－２Ｆ〒807-1263

前田　道宏113365

TEL 0940-72-1824

佑成工業（株） 1,000 －4008無法

と１
福岡県宗像市東郷２－１－４３〒811-3436

上ノ原　義広113366

TEL 0946-23-8718

（株）川原内装 1,000 －4006無法

内１
福岡県朝倉市小隈１１０６－２〒838-0052

川原　剛二113367

TEL 093-562-8102

（有）福岡ヒューマンシステム 10,000 －4008有法

土１建１と１鋼１園１
福岡県北九州市小倉南区下到津４－１１－２６〒803-0846

長松　浩二113368

TEL 093-953-6070

金山建装（株） 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－５－６〒802-0814

金山　征史113369

TEL 092-231-0768

池田設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市城南区田島３－１９－２４－１０３〒814-0113

池田　正彦113370

TEL 092-477-3335

（株）ＭＳＧ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区竹下４－１５－８〒812-0895

宮川　隆志113371

TEL 0948-23-0336

（有）奥田建設 3,000 －4010無法

土１と１舗１解１
福岡県飯塚市南尾５０－２１〒820-0072

奥田　圭一113372

TEL 0940-36-9199

（株）エフアンドオー住宅サービス 35,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福津市中央６－２０－６〒811-3217

黒瀬　清枝113373

TEL 0942-48-1722

誠友システム（株） 3,000 －4002無法

と１電１通１
福岡県久留米市梅満町１６２４－１　レンタルルーム梅満２１０号〒830-0048

西田　誠113374
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令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1483頁

福岡県
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TEL 0944-85-0678

さくら工房 －4003無個

内１
福岡県大川市向島６５８－３〒831-0005

近藤　力113375

TEL 0947-22-1405

（株）栄建築 5,000 －4009無法

建１大１
福岡県田川郡福智町伊方４１１５－５〒822-1211

榎木　豪信113377

TEL 093-287-7364

（株）岩﨑通信社 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区貴船町１４－１３〒802-0073

岩﨑　孝113378

TEL 093-645-4970

吉田電設 －4008無個

通１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－４－１２－２０４〒806-0045

吉田　慎吾113379

TEL 093-322-2233

（株）阿部石材工業所 15,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区西海岸１－２－１８〒801-0841

阿部　利隆113380

TEL 093-776-2741

静塗装 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区小鷺田町３番６号〒806-0056

静間　篤彦113381

TEL 093-222-1191

（株）藤コンテック 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１３０９－３〒807-0133

遠藤　弘毅113382

TEL 093-631-2810

（株）窓建 100 －4008無法

具１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２－１１－２２〒806-0047

木野　昌博113383

TEL 093-381-5534

（株）ＳＡＫＡＩ 10,000 －4008有法

管１鋼１機１
福岡県北九州市門司区下二十町１１－１〒800-0028

酒井　優治113384

TEL 093-871-2888

（有）アーク石材工業 6,500 －4008有法

石１
福岡県北九州市戸畑区天籟寺１－２－５０〒804-0041

市丸　忠直113385

TEL 0942-48-0666

（株）津福建設 5,000 －4002無法

土１
福岡県久留米市津福本町１６２０－１５〒830-0047

中島　輝113386

TEL 0942-39-0576

重光建創 －4002無個

内１
福岡県久留米市江戸屋敷２－２－１６－２〒830-0059

重光　修平113387

TEL 0943-77-2352

（株）マルジョウ 20,000 －4002有法

大１
福岡県うきは市浮羽町朝田１５０－２〒839-1401

平川　孝紀113388
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TEL 092-526-8106

（有）エコアンドクリーンケア 10,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市中央区大宮１－４－３４〒810-0013

下村　賢兒113389

TEL 092-663-8060

ＳＩＰ（株） 5,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２－１５－２１－３０３〒813-0003

首藤　慶一郎113390

TEL 092-718-0051

芝浦電力（株） 100,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区舞鶴１－８－３９〒810-0073

中路　尚文113391

TEL 092-719-0197

（株）ウエストマウンテック 1,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵７５３－３６〒811-2114

西山　禎則113392

TEL 092-963-2388

（株）オオイシ工業 2,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡新宮町下府２－１１－１５〒811-0112

大石　雅敏113393

TEL 0947-45-5942

（株）足輝 5,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川市千代町３－１４〒826-0031

岩丸　勝喜113394

TEL 0949-42-4515

（株）山真 5,000 －4004無法

土１と１舗１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２５２０－３〒807-1305

山崎　健治113395

TEL 092-433-1020

（株）柴田産業 15,000 －4001有法

建１管１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－１８－２〒812-0016

柴田　靖典113396

TEL 092-983-6248

（株）グリーンパーク 5,000 －4011無法

園１
福岡県春日市白水ヶ丘５－４０〒816-0845

神田　茂樹113397

TEL 092-404-0340

（株）オカショー 5,000 －4011無法

建１大１内１
福岡県大野城市東大利３－３－１〒816-0941

岡田　淳伸113398

TEL 0946-42-8177

（株）新開工業 5,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県朝倉郡筑前町松延２９１－１〒838-0224

蒲池　清人113399

TEL 093-293-7535

（株）日輝 1,000 －4008有法

土１と１解１
福岡県遠賀郡遠賀町虫生津南６－８〒811-4324

小田　千鶴113400

TEL 093-482-9017

（株）ナンブ 7,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県中間市通谷５－８－１０〒809-0018

古賀　昭人113401
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TEL 093-701-7537

（株）新健 5,000 －4008無法

と１
福岡県中間市土手ノ内３－３－１８〒809-0033

野田　健太113402

TEL 092-806-2483

山北造園（株） 5,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原３０９〒819-0163

山北　茂隆113403

TEL 092-982-3087

オオタニ電気（株） 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区清川２－２１－１１〒810-0005

上村　和慶113404

TEL 092-409-0068

（株）虹色 8,888 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３〒812-0013

小﨑　洋幸113405

TEL 092-717-3497

ＭＡＲＩＯａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｓ（株） 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区天神１－９－１７－１５Ｆ〒810-0001

梅﨑　貴史113406

TEL 092-954-0481

（株）颯 1,000 －4011無法

通１
福岡県那珂川市後野５－５－１１〒811-1241

濱　真一113407

TEL 092-707-9646

（株）アシスト 20,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市博多区井相田２－１０－２９－　Ａ１〒812-0881

太田　博文113408

TEL 092-503-0818

（株）ＫｅＮＥＸＴ 1,000 －4011無法

機１
福岡県大野城市大城５－１９－１〒816-0911

大場　健一郎113409

TEL 092-593-2322

（株）シュトウ 5,000 －4001無法

建１防１解１
福岡県福岡市博多区竹丘町１－５－３〒812-0878

首藤　光生113410

TEL 092-805-1231

昇電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市西区今宿西１－２７－４〒819-0169

西村　豪貴113411

TEL 092-776-7917

古賀野設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市博多区吉塚２－３－２３－４０５〒812-0041

古賀野　勧113412

TEL 092-409-1020

（株）ＥＮＥＸＩＡ 6,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区祇園町８－１３－７１３〒812-0038

横矢　泰拓113413

TEL 092-272-5240

作州不動産（株） 3,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区大博町２－７〒812-0033

髙橋　佑樹113414
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TEL 092-836-7690

（株）五光産業 5,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市西区小戸１－４４－９〒819-0001

坂元　一貴113415

TEL 0942-44-7244

（株）永将建設 3,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県久留米市山川安居野３－１３－２５〒839-0812

永野　将蔵113416

TEL 0942-39-8773

（株）近藤建設 20,000 －4002無法

土２と２舗２水２解２
福岡県久留米市宮ノ陣町若松１９４９－１〒839-0804

近藤　美恵113417

TEL 0942-48-1438

ＢＩＫＥＮＷＯＲＫＳ（株） 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県久留米市篠山町２５１－５〒830-0021

髙野　美穂113418

TEL 0948-52-6606

水良組 －4010無個

大１
福岡県嘉麻市平１４１６－１８〒820-0203

水良　孝志113419

TEL 092-519-9353

ＭＩＹＡＯ建装 －4001無個

内１
福岡県福岡市東区香椎駅東４－５４－１３〒813-0012

宮尾　健吾113420

TEL 092-332-9594

優建装 －4001無個

塗１
福岡県糸島市前原中央３－３－２７－６０６〒819-1116

石井　佑麻113421

TEL 092-406-7443

（株）結心建築工房 5,000 －4001無法

塗１内１
福岡県福岡市中央区小笹３－７－９－３０５〒810-0033

大石　政徳113422

TEL 093-642-3480

（株）江田工務店 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区穴生４－１４－８－３０３〒806-0049

江田　誠一郎113423

TEL 093-483-1955

（株）ＫＩ建設 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市門司区大字猿喰１１４１－２〒800-0102

猪股　宏侍113424

TEL 093-616-0930

矢田工業 －4008無個

鋼１
福岡県中間市岩瀬４－８－７〒809-0011

矢田　充113425

TEL 093-791-2526

（株）ヨシガイ配管工業 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市若松区南二島２－１４－６〒808-0109

吉谷　文勝113426

TEL 093-475-8557

村上空調設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区曽根新田南２－３－４３〒800-0220

村上　典之113427
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TEL 093-932-0027

（株）グレイス 3,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区白銀２－４－３－２階－Ｂ〒802-0074

花田　佳之113428

TEL 093-701-4080

平山造園（株） 5,000 －4008無法

と１園１
福岡県北九州市若松区頓田６９９〒808-0112

平山　裕樹113429

TEL 092-558-3484

野上設備 －4011無個

管１
福岡県春日市大土居２－２８〒816-0847

野上　顕彦113430

TEL 0947-28-3673

丸勝（株） 5,000 －4009無法

土１建１と１石１舗１水１解１
福岡県田川郡福智町赤池５２８－１〒822-1101

武田　新市113431

TEL 0944-87-9710

（有）大川電通 3,000 －4003無法

電１通１
福岡県大川市大字酒見４４〒831-0016

成井　房信113432

TEL 0944-58-1302

令和緑化（株） 5,000 －4003無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県大牟田市大字甘木５４－１〒837-0905

末藤　功113433

TEL 092-791-4331

エムズフィールド（株） 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区榎田２－４－７２〒812-0004

濱野　雅行113434

TEL 093-482-4129

倉重工業 －4008無個

タ１防１
福岡県北九州市小倉南区横代南町１－７－５〒802-0826

倉重　陽113436

TEL 093-037-1367

ミライ産業（株） 5,500 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県行橋市大字宮市５１－８〒824-0000

吉竹　まり子113437

TEL 0944-52-4868

（株）ＨＡＬ 6,000 －4003無法

内１
福岡県大牟田市三池６０９－２〒837-0921

濵田　真治113438

TEL 093-982-1110

（株）仲協開発 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市小倉北区今町３丁目１８番２１号－１〒803-0862

仲谷　浩二113439

TEL 093-967-2988

（株）山将工業 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区上富野３－４－７－２〒802-0022

山口　将人113440

TEL 093-287-7674

ウィル（株） 3,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川２－１－１９〒811-4307

夏村　興宜113441
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TEL 093-280-1734

木村技建 －4008無個

建１タ１
福岡県北九州市小倉南区沼南町１－１３－２３〒800-0205

木村　靖信113442

TEL 093-663-7100

（株）しみず 2,500 －4008有法

建１内１解１
福岡県北九州市八幡東区祇園３－８－９〒805-0067

清水　耕治113443

TEL 092-332-0451

城美工業 －4001無個

防１
福岡県糸島市高田５－２４－１－１０１〒819-1102

坂口　大城113445

TEL 092-707-4346

山内工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市西区戸切３－１０３６－１〒819-0022

山内　恵一113446

TEL 092-936-6840

（株）サンエース工業 2,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石８９２－１２〒811-2221

小栁　隆司113447

TEL 092-292-3286
ｆｉｃｅ
（株）Ｓ．Ｍ．Ｃ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｏｆ 2,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－２３簡ビル３階〒812-0011

山田　誠司113448

TEL 092-332-8151

（株）平尾防水 5,000 －4001無法

防１
福岡県糸島市前原北２－８－３７〒819-1118

平尾　貴正113449

TEL 092-566-8941

（有）エントプランルーム 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区柏原１－４３－４〒811-1353

中河内　秀巳113450

TEL 0930-23-6762

上原建設 －4005無個

土１と１舗１
福岡県行橋市南泉２－２７－２７〒824-0036

上原　治113451

TEL 0948-57-0488

浦田建設 －4010無個

建１
福岡県嘉麻市嘉穂才田９６０－３〒820-0336

浦田　正文113452

TEL 0948-23-5013

ＳＨＹ（株） 7,000 －4010有法

消１
福岡県飯塚市潤野８６７－１〒820-0021

村田　博昭113453

TEL 092-558-1760

キューセン（株） 1,000 －4011無法

と１
福岡県春日市宝町４－３２－３〒816-0807

溝　慎113454

TEL 092-407-8442

（株）アールティー 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区祖原２９－１９－１Ｆ〒814-0005

松﨑　明保113455
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TEL 092-534-1070

（株）ケイ・ジーメタル 1,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区高砂１－８－８－８０５〒810-0011

江口　秀明113456

TEL 093-980-5159

（株）シンテック 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市若松区高須西１－１１－８〒808-0146

小林　慎也113457

TEL 093-777-1751

（株）山崎建設工業 5,000 －4008無法

土１
福岡県遠賀郡岡垣町公園通り１－３－７〒811-4235

山崎　敏彦113458

TEL 093-982-8823

（株）誠工 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区大字金剛２８１－１８〒807-1263

内田　卓也113459

TEL 093-642-5213

（株）川本総建 5,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市八幡西区熊西１－１５－３０〒806-0031

川本　博樹113460

TEL 092-404-0223

（株）ＴＯＭＳ 3,000 －4011有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県大野城市筒井４－１－１２エステートピア１階〒816-0931

工藤　真吾113461

TEL 093-652-6188

（株）興隆 5,000 －4008無法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県北九州市八幡東区勝山１－２－１５〒805-0043

河村　幸四郎113462

TEL 0944-87-8239

岡技建 －4003無個

建１
福岡県大川市大字下牟田口３０１－６〒831-0023

岡　和則113463

TEL 092-710-6598

権丈設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市博多区東那珂１－１８－５〒812-0892

権丈　悟113464

TEL 0942-65-8373

オオヒロ商事 －4002無個

と１
福岡県小郡市福童５０１－１〒838-0137

江上　良寛113465

TEL 0944-57-3737

大津建設 －4003無個

大１
福岡県大牟田市上官町１－６－６〒836-0866

大津　孝雄113466

TEL 092-407-1717

オールサポート福岡（同） 100 －4001無法

具１
福岡県福岡市早良区東入部８－３３－７〒811-1102

越智　信晴113467

TEL 092-691-6634

アイエス工業（有） 5,000 －4001有法

屋１板１具１
福岡県福岡市東区蒲田２－１３－１３〒813-0023

渡　伸明113468
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TEL 092-410-6492

東栄建設（株） 5,000 －4001無法

解１
福岡県福岡市東区香椎駅東２－１０－２２－２０３〒813-0012

中村　智行113469

TEL 092-691-0529

（株）プラナート 1,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区青葉３丁目１２番１１号〒813-0025

松木　崇史113470

TEL 092-692-8075

（株）令和エンジニアリング 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区若宮３－３－２２〒813-0036

小山　博司113471

TEL 092-976-0188

山下工務店 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡久山町大字山田１３５６－１〒811-2502

山下　雄介113472

TEL 093-777-8587

（株）惺信工業 1,000 －4008無法

左１と１タ１鋼１塗１防１
福岡県北九州市小倉北区熊谷２－１３－２８〒803-0864

栁瀨　正信113473

TEL 093-644-3455

（株）ＩＥＳ 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区養福寺町３－２２〒806-0065

財津　正美113474

TEL 093-964-7060

（株）九州メンテナンス 50,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区上石田４－１７－２２〒802-0833

神﨑　忠雄113475

TEL 093-616-0944

松山塗建 －4008無個

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区大平２－８－２〒807-0083

松山　慎太郎113477

TEL 093-777-6125

（株）Ｋａｉｋａ 3,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡水巻町伊左座５－１９－２０〒807-0056

蒲原　大祐113478

TEL 0940-42-2331

１０８設備 －4008無個

管１水１
福岡県福津市中央６－２３－２〒811-3217

岩屋　望美113479

TEL 093-618-3209

（株）杉村興業 5,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市八幡西区茶屋の原２－９－１０〒807-1134

杉村　康治113480

TEL 0944-75-9327

矢部鉄筋工業 －4003無個

土１建１と１筋１
福岡県柳川市有明町８３－２〒832-0054

矢部　佑卓113482

TEL 0948-24-2468

安元設備 －4010無個

管１
福岡県飯塚市忠隈５３－４０〒820-0071

安元　政善113483
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-53-7118

筑陽舗道（株） 8,000 －4007無法

土１と１舗１し１水１
福岡県筑後市大字富久７１５〒833-0044

富久　洋一朗113484

TEL 0948-52-6916

（株）ナカムラ建装 3,000 －4010無法

内１
福岡県嘉麻市鴨生４８－８〒820-0206

中村　和宏113485

TEL 0947-42-1231

植田興業 －4009無個

と１
福岡県田川市大字夏吉７１９－１〒825-0004

植田　藤夫113486

TEL 093-953-9974

（株）加藤工務店 5,000 －4008無法

電１管１消１
福岡県北九州市小倉南区葛原本町２－６－９〒800-0251

加藤　大介113487

TEL 093-473-7986

（株）建築工房よしむら建匠 300 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区東貫１－１－２１〒800-0224

吉村　君雄113488

TEL 093-618-1213

（株）山口総合建設 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区香月西１－９－１５－２０４〒807-1103

山口　和博113489

TEL 093-953-6888

（株）ＴＡＫＥＯ 2,220 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区高尾１－２－２〒803-0853

小清水　雄二113490

TEL 0947-62-3266

（株）春本工業 5,000 －4009無法

土１建１と１管１水１解１
福岡県田川郡赤村大字内田２２２３－７４〒824-0432

春本　学113491

TEL 0947-62-2165

（株）井手本組 5,000 －4009無法

土１建１と１解１
福岡県田川郡赤村大字赤４３８８－１〒824-0431

井手本　和夫113492

TEL 092-692-5932

（株）ＲＩＤＧＩＤ 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡久山町大字久原１７９１－２４〒811-2501

西山　稔113493

TEL 092-407-9081

比嘉工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区西入部２－１２４－１〒811-1121

比嘉　裕輔113494

TEL 092-733-0790

（株）ボーサイ福岡 10,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市中央区今川１丁目９番２５－１階〒810-0054

大麻　三夫113495

TEL 092-873-8587

（株）河原建築事務所 7,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区賀茂１－７－１３－１〒814-0164

河原　康介113496
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福岡県
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TEL 092-471-7396

ホシザキ北九（株） 100,000 －4001有法

建１大１屋１管２タ１内１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－１８－９〒812-0016

原　幹弘113497

TEL 092-409-4637

（株）ジェイランド 6,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区高木１－１６－２６〒815-0004

安部　祐也113498

TEL 0942-30-1330

吉野保温 －4002無個

絶１
福岡県久留米市江戸屋敷２－２９－１４〒830-0059

吉野　誠吾113499

TEL 092-741-3346

プロスパコーポレーション －4001無個

管１
福岡県福岡市中央区今泉２－４－５８　藤和今泉コープ１０４号〒810-0021

濱田　慶一113500

TEL 092-410-8563

令和建設（株） 5,000 －4001無法

建１解１
福岡県福岡市東区香椎台２－１６－３〒813-0014

持田　裕助113501

TEL 092-432-3606

（株）キミヱ 3,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅東３－１３－２１〒812-0013

田中　秀明113502

TEL 092-935-9508

（株）Ｔ－ＣＯＭ 3,000 －4001無法

電１通１消１
福岡県糟屋郡須恵町旅石７９８－１〒811-2221

竹中　隆成113503

TEL 092-776-1912

ｉｎｔｅｒｉｏｒ　ｋｕｒｉｈａｒａ －4001無個

内１
福岡県福岡市早良区野芥７－５－２０２〒814-0171

栗原　啓介113504

TEL 093-233-9393

（株）ＥＣＯ　ＷＯＲＫＳ 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区中曽根東１－３－２－１〒800-0213

藤村　司113505

TEL 093-693-7002

（株）コンストラクションＡ 5,000 －4008無法

と１電１
福岡県北九州市八幡西区折尾１－５－３－１０１〒807-0825

新井　ひろみ113506

TEL 093-482-9466

（株）友志工業 9,000 －4008無法

と１管１鋼１機１絶１解１
福岡県中間市扇ケ浦２－４－３６〒809-0023

安部　亮佑113507

TEL 0943-72-2266

（株）緑修グリーン 5,000 －4002無法

土１と１舗１園１水１
福岡県久留米市田主丸町長栖１９１４－１〒839-1201

大熊　修平113508

TEL 092-555-4447

（株）ジェネレーション 5,100 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市原田３－２０－１２〒818-0024

徳永　直樹113509
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TEL 092-558-7441

（株）Ｓｍｉｌｅメンテ 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅南５－１１－１４〒812-0016

吉﨑　将志113510

TEL 092-231-0711

（合）木下内装 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区高木２－２２－１－１Ｆ〒811-0004

木下　直輝113511

TEL 0947-23-0876

たつみ工業 －4009無個

土１管１
福岡県田川郡赤村内田１３０９－１〒824-0432

原　竜己113512

TEL 0947-62-2113

村上電器 －4009有個

電１管１
福岡県田川郡赤村大字赤４６２３－１６〒824-0431

村上　幸藏113513

TEL 0942-72-2638

椛島植木 －4002有個

園１
福岡県小郡市井上７２６－２〒838-0114

椛島　祐紀113514

TEL 0930-23-2480

（株）小堤建築板金 5,000 －4005無法

板１
福岡県行橋市東泉４－２０－３２〒824-0035

小堤　勲113515

TEL 0948-42-0587

（株）永水土木建設 5,000 －4010無法

土１建１と１
福岡県嘉麻市平１１０９〒820-0203

永水　修二113516

TEL 0944-87-2728

緒方工務店 －4003無個

建１
福岡県大川市下青木１５６〒831-0001

緒方　茂喜113517

TEL 093-293-8801

（株）ＳＡＮＷＡ 8,000 －4008有法

と１
福岡県遠賀郡遠賀町尾崎１２１３－１〒811-4342

熊谷　郁代113518

TEL 0940-62-4170

クラウドナイン（株） 5,000 －4008無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県宗像市江口１２１７－４３〒811-3502

伊藤　晴二113519

TEL 093-616-8980

（株）祐建設 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１機１水１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸３－８－４８〒807-0851

岩崎　祐樹113520

TEL 093-777-9879

山根電設工業 －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区下石田１－３－４〒802-0832

山根　官113521

TEL 093-474-4017

福岡アーキテック（有） 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区長野２－１５１１－１９〒800-0228

山縣　幸次113522
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TEL 093-603-0992

（株）住まいるデコ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区光貞台３－６－１４〒807-0805

高橋　和彦113523

TEL 093-647-1712

（株）フォーチュンクラフト 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区星ケ丘７－６－６〒807-1264

藤髙　健113524

TEL 092-555-6300

日本エンビロテック（株） 10,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市南区野多目６－３－４〒811-1347

天野　雅之113526

TEL 092-414-8010

（株）Ａｒｋ 8,000 －4001有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－４－１７　第５博多ＩＲ　ＢＬＤ　７０２〒812-0016

大和　輝拓113527

TEL 092-406-5600

（株）ＫＡＺＨＩＲＯＤＥＳＩＧＮ 1,111 －4001無法

建１
福岡県福岡市中央区春吉２－２－１０〒810-0003

　原　一博113528

TEL 092-287-4592

（株）美來電設 1,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜１－３０－３〒811-0119

堺　法昭113529

TEL 093-681-0269

（株）ＳＯＮＯＹＡ 5,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市八幡東区中央３－５－２２〒805-0019

磯貝　佳樹113530

TEL 093-777-6207

Ｙ．Ｈ．Ｅ． －4008無個

内１
福岡県北九州市戸畑区千防３－１９－９〒804-0081

吉村　克利113531

TEL 093-383-6456

（株）ＨＴＳ 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市八幡西区金剛１４５－２〒807-1263

小島　清彦113532

TEL 092-555-2770

（株）スタッフエージェント 22,000 －4011有法

と１
福岡県那珂川市恵子１－１７〒811-1255

　田　一剛113533

TEL 092-231-0198

ダイユー工業 －4011無個

防１
福岡県那珂川市大字上梶原５１－１８５〒811-1223

大城　洋二113534

TEL 092-982-8814

大城塗装 －4011無個

塗１
福岡県大野城市緑ヶ丘１－３－９〒816-0961

大城　弘三113535

TEL 092-408-9913

（株）ＹＵＩＮＡＴＨ 3,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市二日市南１－６－１４〒818-0057

内田　靖彦113536
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TEL 0946-28-7717

（株）五大建設 10,000 －4006無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１
福岡県朝倉市屋永４１８８－７〒838-0031

矢野　充一113537

TEL 0944-31-7000

甲斐田建装 －4003無個

塗１
福岡県大牟田市大字草木９３－４〒837-0917

甲斐田　順二113538

TEL 0944-85-0152

（株）建創 5,000 －4003無法

建１
福岡県みやま市瀬高町下庄３６７〒835-0024

西原　慶典113539

TEL 092-555-6494

ｓｉｍｍｏｎｓｄｅｓｉｇｎ（株） 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区大池２－１８－５７〒815-0073

後藤　利雄113541

TEL 092-710-3686

（有）シーズ・アイ 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区中尾三丁目３０番１８－３０１号〒811-1364

足立　晃一113542

TEL 092-933-7307

（株）翔建 5,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡宇美町原田３－１４－２４〒811-2132

川畑　翔平113543

TEL 092-976-0357

（株）太穂 1,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県糟屋郡久山町大字久原３３０４－９－２０３〒811-2501

髙尾　美穗113544

TEL 092-976-1882

（株）毛利冷熱 2,000 －4001無法

屋１管１板１
福岡県糟屋郡粕屋町上大隈２０３－５〒811-2301

毛利　竜二113545

TEL 092-710-6659

（株）エス・ケイ・エス電工 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区比恵町１６－１４〒812-0014

惣田　俊一113546

TEL 093-771-3591

ケイ建築 －4008無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市若松区原町２－２０〒808-0016

黒木　松夫113547

TEL 093-980-2233

（株）光栄建設 5,000 －4008無法

土１と１管１舗１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－４－１〒802-0821

井ノ口　賀一113548

TEL 0948-42-1028

西口建築板金店 －4010無個

屋１板１
福岡県嘉麻市岩崎１３１５－１〒820-0205

西口　祥盛113549

TEL 0942-78-7785

千代島板金工業（株） 7,000 －4002無法

屋１板１
福岡県久留米市北野千代島４６２番地１〒830-1111

土居ノ内　謙吾113550
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TEL 092-586-5551

（株）エス・デザイン 300 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区光丘町１－１－１〒812-0874

金子　哲113551

TEL 092-501-8484

武市内装 －4011無個

内１
福岡県春日市須玖南８－７８〒816-0863

武市　雄作113552

TEL 092-834-5137

ＧＲＥＥＮＡＩＤ －4001無個

土１と１舗１園１
福岡県福岡市早良区石窯３３３番地９５〒811-1132

岩田　貴行113553

TEL 092-406-3037

Ｃｌａｓｔ（株） 6,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区薬院２－１３－２６－７０１〒810-0022

杉本　加奈子113554

TEL 092-524-7211

（株）ビジネス・ワンファシリティーズ 30,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市中央区薬院３－１６－２７－２Ｆ〒810-0022

溝田　武勝113555

TEL 092-405-9042

（株）佐野塗装 4,000 －4001無法

塗１
福岡県古賀市青栁町３３８〒811-3133

佐野　健113556

TEL 092-407-6355

（株）双葉 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
福岡県福岡市城南区神松寺１－２３－４４〒814-0121

工藤　健一113557

TEL 0944-59-1144

クラヨシ －4003無個

塗１防１
福岡県大牟田市上屋敷町１－１１－１１〒836-0072

倉吉　精也113558

TEL 0948-80-5544

米本技建 －4010無個

土１と１
福岡県嘉麻市山野字向ケ浦１２７８－４〒820-0202

米本　昭一113559

TEL 0948-43-3341

ＥＸＴＥＣ －4010無個

と１
福岡県飯塚市弁分３１７－３〒820-0088

関屋　真治113560

TEL 092-231-2640

アオキ開発（株） 5,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市博多区西春町４－５－２１〒812-0873

青木　和明113561

TEL 092-928-5707

朝日総建（株） 3,000 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市大字阿志岐２５１９－２２〒818-0011

大田黒　正幸113562

TEL 0942-55-8690

永尾板金工業（株） 3,000 －4002無法

屋１板１
福岡県久留米市三瀦町田川２０８５－１〒830-0102

永尾　真幸113563



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1497頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-56-0271

三輝電業 －4003無個

電１
福岡県大牟田市大字今山２５９０〒837-0922

吉田　康孝113564

TEL 0944-56-7364

（株）フジサキ電気 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市天道町１７２－６〒836-0896

藤﨑　孝晴113565

TEL 0944-72-6877

浜新硝子（株） 53,000 －4003有法

ガ１
福岡県柳川市田脇２１３－１〒832-0089

過能　史光113566

TEL 093-691-3168

（株）梅田企画 3,000 －4008無法

土１と１石１舗１園１水１
福岡県北九州市八幡西区鷹見台１－１３－１６〒807-0853

梅田　繁隆113567

TEL 093-967-3481

アイディアホーム九州（株） 100 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区葛原高松２－２－９〒800-0252

栁　正弘113568

TEL 092-324-1201

吉田電工 －4001無個

電１
福岡県糸島市本１３９０－２９〒819-1151

吉田　浩之113569

TEL 092-940-1360

（株）馬﨑重量 1,000 －4001無法

と１機１
福岡県古賀市青栁町１１９－１〒811-3133

馬﨑　展一113571

TEL 092-565-1258

（有）森田工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区鶴田４丁目７－５〒811-1352

森田　博義113572

TEL 092-405-8785

坂本電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市東区和白丘２－３－４８－４０６〒811-0213

坂本　義孝113573

TEL 0949-26-7891

（株）プラス１ 5,000 －4004無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市大字頓野１４０２－１〒822-0002

山本　哲也113575

TEL 0944-76-1629

野田建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町鷹ノ尾５１９〒839-0253

野田　慎一郎113576

TEL 0943-22-3138

大心建築 －4007無個

建１大１屋１内１
福岡県八女市立花町山崎２２９２－１〒834-0081

田中　啓介113577

TEL 092-953-2511

エフワイ工業 －4011無個

管１
福岡県那珂川市王塚台３－１８１〒811-1221

弓削　裕人113578



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-967-7391

（株）三勢工業 3,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉北区弁天町３－２〒803-0856

　　民113580

TEL 093-555-4343

（株）Ｃｕ 2,000 －4008無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県中間市上底井野１２０－５〒809-0003

桑原　昌史113581

TEL 093-791-1090

（有）玄洋社環境サービス 10,000 －4008有法

土１と１管１し１水１清１
福岡県北九州市若松区南二島４－１－６〒808-0109

原　征次113583

TEL 092-947-1646

山本建設 －4001無個

建１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲８３９－１３〒811-2413

山本　義隆113584

TEL 092-776-5814

（株）創水設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区大字羽根戸１１－１〒819-0038

内　俊博113585

TEL 092-332-8625

（株）ＬＳＰ 3,600 －4001無法

建１管１
福岡県糸島市波多江５２４－２〒819-1137

原野　利正113586

TEL 092-407-2257

テクニカルニシノ －4001無個

防１
福岡県福岡市西区石丸２－１６－１〒819-0025

西野　賢太郎113587

TEL 092-581-1410

サンクス（株） 5,000 －4011無法

具１
福岡県大野城市仲畑１－１１－６〒816-0921

鶴田　康男113588

TEL 0942-32-5127

（株）福岡防災センター 1,000 －4002有法

電１消１
福岡県久留米市諏訪野町２２７２－２〒830-0037

荒木　進113589

TEL 0942-78-2021

（株）創 50,000 －4002無法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県久留米市北野町中２３３８－３〒830-1113

嘉賀　孝二郎113590

TEL 0944-51-1199

瓜生建設 －4003無個

と１解１
福岡県大牟田市大字手鎌１３６３－１０〒836-0004

瓜生　聖113591

TEL 0943-41-0040

悠設備工業 －4007無個

管１
福岡県八女市祈祷院５９２－１〒834-0025

中園　浩司113592

TEL 0930-52-1401

トモタカ住建 －4005無個

建１
福岡県築上郡築上町大字築城１９１－１〒829-0102

吉村　正和113593
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-776-0481

（株）立伸 1,000 －4008無法

と１電１
福岡県北九州市小倉北区中井浜４－１２〒803-0804

尾前　立113594

TEL 093-621-2686

（株）Ｏｎｅ 300 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区東鳴水４－９－６〒806-0051

池田　陽太113596

TEL 093-618-5480

（株）平川商会 10,000 －4008有法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区馬場山２－５〒807-1136

平川　謙二113597

TEL 093-282-5826

（株）大円建設 2,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津三丁目４番１５号〒811-4231

本田　典央113598

TEL 092-410-1851

日本厨房（株） 15,000 －4001有法

管１機１
福岡県古賀市青栁１１８７－７〒811-3134

大庭　有朝113599

TEL 092-605-3131

（株）江里口板金工業 5,000 －4001無法

屋１
福岡県福岡市東区三苫５－１－７３〒811-0201

江里口　誠113600

TEL 092-292-6324

（株）ハウス技建 1,000 －4001無法

防１内１
福岡県糟屋郡志免町別府２－１９－１〒811-2205

有吉　良一113601

TEL 092-804-0925

樋口住設 －4001無個

管１
福岡県福岡市早良区内野５－１０－４－４〒811-1123

樋口　哲弥113602

TEL 092-716-8035

ＫＲＤワールド －4001無個

電１
福岡県福岡市中央区薬院１－１５－８－１００５〒810-0022

高江　隆113603

TEL 092-576-9916

（株）パズルコーポレーション 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区大字徳永３６０－１〒819-0378

竹本　伸幸113604

TEL 092-804-0717

野田工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区重留３－１４－５〒811-1101

野田　順一113605

TEL 092-776-6817

諏訪工業 －4011無個

管１
福岡県筑紫野市天山６３３－７〒818-0012

諏訪　英樹113606

TEL 092-952-2237

アサマ建設（株） 5,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市片縄西４－１３－１９〒811-1202

鬼塚　康孝113607
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令和 4年 3月末日 現在　　
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TEL 0944-55-2015

（株）優建 2,000 －4003無法

と１
福岡県大牟田市岬２８９２－７〒836-0002

木下　優113608

TEL 0944-51-7943

Ｋ電工 －4003無個

電１
福岡県大牟田市久福木４０８－７〒837-0915

北里　国広113609

TEL 0944-75-8181

（株）メタルプラス 5,000 －4003有法

と１鋼１機１
福岡県三潴郡大木町大字前牟田８１１－１〒830-0406

大石　秀次113610

TEL 0944-67-3433

大河工務店 －4003無個

建１
福岡県みやま市山川町河原内１２２－１〒835-0104

大河　秀信113611

TEL 0942-77-6565

鬼木建設 －4002無個

土１と１
福岡県三井郡大刀洗町高樋９６７－３〒830-1221

鬼木　正直113612

TEL 0943-22-8582

江﨑建設（株） 3,000 －4007無法

建１内１
福岡県八女市龍ケ原２３１－３〒834-0067

江﨑　哲三113613

TEL 0948-21-5406

赤間開発 －4010無個

建１
福岡県飯塚市大日寺１４１６－１〒820-0046

赤間　全能113614

TEL 0948-52-6031

丸山造園 －4010無個

園１
福岡県飯塚市小正４０５－５〒820-0089

丸山　剛113615

TEL 0949-52-7988

（株）勇進 5,000 －4004無法

土１と１鋼１
福岡県宮若市金丸１４９－１〒823-0003

谷上　勇輝113616

TEL 0930-32-3011

白木原電気 －4005無個

電１
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田３７０－１７〒824-0822

白木原　勇治113617

TEL 092-942-0163

松井電気 －4001無個

電１
福岡県古賀市庄２８５－１〒811-3116

松井　崇113618

TEL 092-586-5982

Ａ・Ｇグループ（株） 5,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市東区原田３－７－５６〒812-0063

戸田　祐輔113619

TEL 092-936-8480

利管工設備 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木８４８－３〒811-2112

髙松　利彦113620
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TEL 092-980-1797

（株）オウミ建設 1,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区東月隈１－９－６〒812-0854

松田　裕資113621

TEL 092-947-8536

インテリアＬＥＯ －4001無個

内１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒１７５－５〒811-2415

大石　裕治113622

TEL 092-673-0836

三永興業（株） 3,800 －4001無法

左１
福岡県福岡市東区名島２－８－１２〒813-0043

水永　忠113623

TEL 093-873-9511

（株）マルシン 6,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１水１解１
福岡県北九州市戸畑区沖台１－８７〒804-0064

岡部　竜士113624

TEL 093-771-4019

上枡電気 －4008無個

電１
福岡県北九州市若松区宮丸１－１７－１８〒808-0064

上枡　幸治113625

TEL 0943-23-7393

川口建設 －4007無個

建１大１屋１塗１防１内１解１
福岡県八女市馬場１４７－７〒834-0023

川口　孝充113626

TEL 0948-80-6060

（株）久衛組 5,000 －4010無法

建１
福岡県嘉麻市山野１３８６－９〒820-0202

前　佳津雄113627

TEL 0942-25-8499

吉開工業 －4003無個

土１
福岡県みやま市瀬高町長田１０３９－１〒835-0007

吉開　靖典113628

TEL 0942-62-3317

坂井製瓦（資） 900 －4002有法

土１と１屋１解１
福岡県久留米市城島町大依１０１〒830-0205

坂井　順二113629

TEL 0930-56-0962

幸久建設（株） 5,000 －4005無法

土１と１舗１解１
福岡県築上郡築上町大字岩丸２２０６〒829-0335

山中　幸生113630

TEL 092-807-1215

（有）伊都の里管理センター 8,500 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市西区大字德永４９０－１〒819-0375

元石　昭吾113631

TEL 092-624-6766

水装建（株） 10,000 －4001無法

建１大１左１と１タ１鋼１筋１塗１防１解１
福岡県福岡市博多区吉塚２－３－２４吉塚ＡＧビル６号館３１０号〒812-0041

奥　将史113632

TEL 092-806-1187

元濵想樹園 －4001有個

園１
福岡県福岡市西区元浜１－８－５〒819-0386

濵地　康弘113633



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1502頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-777-3475

アリー住建 －4008無個

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県遠賀郡岡垣町野間５－１－２０〒811-4233

中川　秀征113634

TEL 093-371-3960

（株）Ｈｉ－Ｔｏ 5,000 －4008無法

土１解１
福岡県北九州市門司区藤松１－５－８〒800-0047

大山　正則113635

TEL 0944-78-1404

（株）デンコー 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市萩尾町１－２９３－１〒836-0096

田口　貴大113636

TEL 092-921-5287

（株）ＯＫＡＳＥＴＳＵ 1,000 －4011無法

管１消１
福岡県太宰府市梅香苑１－１５－２２〒818-0124

岡部　良113637

TEL 092-921-7837

ティーエム（株） 5,000 －4011無法

内１
福岡県筑紫野市上古賀４－６－３１〒818-0041

冨康　道徳113638

TEL 092-574-8892

（株）ヨシケン 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区警弥郷３－３６－４〒811-1324

吉田　大作113639

TEL 0947-22-3843

義建装 －4009無個

内１
福岡県田川郡福智町神崎１０１１－１〒822-1202

有藤　義行113640

TEL 0947-46-3650

Ｓｋｙ（株） 5,000 －4009無法

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１解１
福岡県田川市春日町８－２０〒826-0026

空本　忠明113641

TEL 092-692-8611

Ｏ．Ｗ．Ｓ －4001無個

塗１防１
福岡県福岡市早良区田隈１－３７－１９〒814-0174

山川　忠113642

TEL 092-791-8996

（株）ブランニュープランニング 13,300 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区大名２－９－２９－５０８〒810-0041

村田　晃士113643

TEL 092-801-1024

（株）奥川畳店 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区田隈２－３－１２〒814-0174

奥川　保隆113644

TEL 092-720-4687

（株）光栄産業 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市中央区平尾５－５－７コウエイビル４階〒810-0014

寺坂　和美113645

TEL 092-260-7630

（有）ライト企画 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区多の津４－４－１２〒813-0034

福島　紀代三113646



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1503頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-836-8255

フレックスサポート（株） 8,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区西新４－６－６〒814-0002

堀　達也113647

TEL 092-558-1039

永建防水工業（株） 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区警弥郷３－５－１０－１０１〒811-1324

永徳　大智113648

TEL 092-407-7669

若竹電工（株） 1,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市道善１丁目１０番２号〒811-1254

近藤　光国113649

TEL 092-558-5891

（株）トゴウ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区曰佐３－６－１６〒811-1313

都合　竜彦113650

TEL 092-503-8711

（株）荒木内装 200 －4011無法

内１
福岡県大野城市大城３－１９－２３〒816-0911

荒木　文次113651

TEL 092-776-5077

（株）朋和 5,000 －4011無法

解１
福岡県那珂川市大字西畑５９２－１〒811-1246

平野　朋和113652

TEL 092-922-6424

（株）共伸 500 －4011無法

左１
福岡県筑紫野市石崎３－３２－１〒818-0068

松本　伸一113653

TEL 093-967-6316

一心建創（株） 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区吉野町１１－１５－３０６〒804-0014

越智　俊文113654

TEL 0940-72-4461

丸山設備 －4008無個

管１
福岡県福津市内殿８２６－２〒811-3205

丸山　忠博113655

TEL 0947-22-0123

宝見物産（株） 10,000 －4009有法

管１
福岡県田川郡福智町金田１１２５〒822-1201

吉田　桃平113656

TEL 092-586-6006

（株）エイメタル 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市博多区蒲田一丁目５番２１号〒812-0861

永野　行平113657

TEL 092-885-0239

宮﨑電工 －4001無個

電１管１
福岡県福岡市西区姪の浜６－２－６－２０４〒819-0002

宮﨑　浩二113658

TEL 092-834-6131

ＮＥＸＴ －4001有個

塗１防１
福岡県福岡市城南区七隈６－７－１３〒814-0133

本川　真也113659



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1504頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-522-8600

（株）Ｆｒｅｅｚａ 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区平尾３－７－２１〒810-0014

都市　徹113660

TEL 092-577-0630

（株）兼生総合設備 1,000 －4001無法

管１
福岡県古賀市天神４丁目１５－１９〒811-3101

　平　達也113661

TEL 092-555-2886

（株）ＹＵＭＡＰＬＡＮＮＩＮＧ 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市南区若久６－１９－２８〒815-0042

早川　裕紀113662

TEL 092-410-3806

（株）リノテックペイント 8,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石３４８－２〒811-2221

舩越　宣宏113663

TEL 092-707-8824

（株）タケックス 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区春町２－２－１７－３０２〒812-0872

井手　武113664

TEL 093-434-6901

嘉悦電設 －4005無個

電１
福岡県京都郡苅田町幸町７－７０〒800-0314

嘉悦　益人113665

TEL 0943-24-3523

（株）まつのぶ設備工業 5,000 －4007無法

土１と１管１水１
福岡県八女市今福１２６８－２〒834-0061

松延　政吉113666

TEL 0944-52-1824

（株）拓建ホーム 20,000 －4003有法

建１
福岡県大牟田市大正町４－３－２〒836-0047

竹下　勝己113667

TEL 093-981-9550

エステック（株） 5,000 －4008無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県中間市弥生１－９－１７〒809-0028

坂本　優也113668

TEL 093-980-3363

（株）アール工務店 1,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉北区高尾２－１３－９〒803-0853

鶴嶋　良次113669

TEL 093-371-7722

川合建設 －4008無個

土２と２舗２水２
福岡県北九州市門司区松原２丁目２－１０〒800-0064

川合　淑子113670

TEL 0940-43-1869

（株）小山設備 5,000 －4008無法

土１と１管１水１
福岡県福津市本木１３２１－１６〒811-3203

小山　德113671

TEL 092-935-3921

（株）中島建装 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石６８－４２〒811-2221

中島　正明113672



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1505頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-836-8016

（株）ライタン 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区四箇２－１－２〒811-1103

藤川　雷太113673

TEL 092-515-5061

（株）オオシマ工務店 5,000 －4001無法

大１
福岡県糟屋郡志免町別府東２－８－２５〒811-2231

大嶋　拓人113674

TEL 092-415-0241

（株）ニシイ 48,000 －4001有法

土１建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２機２絶２具２水１解２
福岡県福岡市博多区東比恵３－４－６〒812-0007

西井　一史113675

TEL 092-287-7322

江口設備 －4011無個

管１
福岡県春日市惣利６－３７〒816-0813

江口　敏治113676

TEL 092-408-7017

（株）友栄 5,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市通古賀５－１４－２０　藤丸ビル２階〒818-0104

猿渡　清光113677

TEL 092-572-7180

（株）イーエムテクノ 2,000 －4011無法

機１
福岡県春日市ちくし台４－７２〒816-0822

増田　勝喜113678

TEL 092-929-3766

雅工業 －4011無個

大１
福岡県太宰府市五条２－１９－１－２０３〒818-0125

野山　雅和113679

TEL 0930-24-6712

（株）Ｇｅｎ建 10,000 －4005有法

土１建１と１舗１
福岡県行橋市大字道場寺１１１５－２〒824-0026

現王園　悟113680

TEL 0943-55-1101

（株）井上板金 100 －4007無法

板１
福岡県八女市立花町兼松１９５〒834-0082

井上　亮113681

TEL 0947-23-0385

大光設備 －4009無個

管１
福岡県田川郡糸田町１７６９－１〒822-1325

大井　大地113682

TEL 0949-24-8093

青沼電気 －4004無個

電１
福岡県鞍手郡小竹町大字赤地１３６１－１〒820-1102

青沼　琢磨113683

TEL 093-922-9908

（株）友心工業 4,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区黄金２－７－２５－２０５〒802-0071

久保　亮嘉113684

TEL 093-616-7514

（株）サインオン 5,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡東区春の町５－５－１－３０４〒805-0050

西原　和男113685



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1506頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-52-7003

（株）レムテック 6,000 －4008有法

機１
福岡県福津市宮司浜４－１－２２〒811-3311

米満　彰則113686

TEL 092-516-7782

川村建設工業 －4001無個

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市早良区内野７－１３－３〒811-1123

川村　行彦113687

TEL 092-713-9515

（株）日髙組 3,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市中央区笹丘２－２３－１３〒810-0034

日髙　浩二113688

TEL 092-210-2640

（株）リ・センス社 2,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区室見５－１－２７－２０２〒814-0015

手塚　利一113689

TEL 092-564-3616

（株）純設備工業 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区鶴田４－１１－２８〒811-1352

矢野　純邦113690

TEL 0930-24-0799

（有）一新 3,000 －4005無法

筋１
福岡県行橋市大字吉国３９４〒824-0066

中島　正憲113691

TEL 0942-27-5582

古川興業 －4002無個

大１
福岡県久留米市國分町１０２６－１１〒839-0863

古川　寛典113692

TEL 093-777-5829

（株）大龍建設 5,000 －4008無法

土１と１解１
福岡県北九州市門司区原町別院２１－６〒800-0037

山本　裕之113693

TEL 093-483-1773

藤空設（株） 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市門司区大字今津２６－１３〒800-0111

加藤　晋司113694

TEL 092-512-2646

（株）ｍｏｒｅ 5,000 －4001有法

土１管１舗１水１消１
福岡県福岡市城南区樋井川３－２５－１１〒814-0153

矢田　真由美113695

TEL 092-718-0075

西武ハウス（株） 50,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区長浜３－１６－６〒810-0072

豊福　祐右113696

TEL 092-517-4213

（株）Ｃｏｒｄｉａｌｉｔｙ 1,000 －4001無法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区塩原３－１４－２３〒815-0032

大石　美惠子113697

TEL 092-210-8812

（株）ファイティング 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市城南区片江１－１５－５〒814-0142

木村　紘士113698



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1507頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-931-8130

（有）ＫＥＳＡＪＩＮ 10,000 －4001有法

土１建１鋼１内１水１
福岡県糟屋郡志免町向ヶ丘二丁目４番３号〒811-2247

冨吉　袈裟右衛門113699

TEL 092-734-2270

（株）福岡建設 10,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－４－２０－３０９〒810-0004

城平　廣海113700

TEL 092-776-0862

（株）杉村建設 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市南区大池１－２６－１－１Ｆ〒815-0073

杉村　一規113701

TEL 0947-82-3604

岩崎電気（株） 500 －4009無法

電１
福岡県田川郡添田町大字添田３３６７－１〒824-0602

岩崎　惠113702

TEL 092-873-7760

（株）アイシーエスシステム 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市早良区野芥６－５７－１５〒814-0171

稗田　嘉勝113703

TEL 092-775-5477

（株）稲澤工業 1,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市今光１－１３７〒811-1211

稲澤　大道113704

TEL 092-574-5353

（株）田辺板金 1,000 －4011無法

屋１板１
福岡県筑紫野市大字牛島４５７－１０〒818-0014

田邉　和久113705

TEL 092-982-4248

シグナル（株） 400 －4011無法

左１
福岡県大野城市仲畑１－３０－５－２〒816-0921

脇山　佑太113706

TEL 0942-27-3300

（株）エポック 3,000 －4002有法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市荒木町荒木１２８９－１４〒830-0063

添島　慎輔113707

TEL 0943-76-9733

（株）髙村建設 1,000 －4002無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県うきは市吉井町千年６４３－１〒839-1304

髙村　征吾113708

TEL 0944-85-6788

（株）山田総合設備 1,000 －4003無法

管１
福岡県柳川市佃町６５０－５〒832-0051

山田　孝介113709

TEL 0947-22-4808

原田建設 －4009無個

土１と１水１
福岡県田川郡福智町弁城３７６６－５〒822-1212

原田　公太113710

TEL 093-383-7337

（株）清健建設 8,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区片野４－１３－１９－２０１〒802-0064

宮田　匡113711



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1508頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-36-3756

（株）ＴＡＫＡＤＡ 3,000 －4004無法

塗１防１
福岡県直方市大字上頓野２４６７－１〒822-0003

高田　健太113712

TEL 0942-53-6969

（株）江田重機 5,000 －4007無法

土１と１舗１
福岡県筑後市大字藏数３２５－６〒833-0054

江田　竜113713

TEL 092-805-5090

（株）こうしん 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区大字女原４３５－１４〒819-0376

水田　功一113714

TEL 092-408-3088

（株）ゼンテック 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市南区塩原４－１０－２６〒815-0032

三浦　安浩113715

TEL 092-871-7207

宇戸工務店 －4001無個

建１大１
福岡県福岡市城南区片江５－８－９〒814-0142

宇戸　勝幸113716

TEL 092-409-9909

Ｚ－ＰＲＯＪＥＣＴ（株） 40,000 －4001無法

土２と２舗２水２解２
福岡県福岡市東区多の津４－１１－１９〒813-0034

岡本　由美子113717

TEL 093-244-8566

フナツ塗装 －4008無個

塗１
福岡県中間市七重町２４－２７〒809-0027

船津　健太113718

TEL 093-791-6851

岩本電工 －4008無個

電１
福岡県北九州市若松区今光１－２４－１８〒808-0071

岩本　昇113719

TEL 0940-51-1648

（株）アスファクト 9,000 －4008有法

内１
福岡県宗像市くりえいと２－４－３０〒811-4184

和田　剛113720

TEL 092-504-5236

西日本ダントー（株） 90,000 －4011有法

建１左１タ１
福岡県大野城市御笠川１－８－１〒816-0912

小西　智晴113721

TEL 092-927-3962

中元工業（株） 1,000 －4011無法

左１
福岡県筑紫野市美しが丘南３－４１７－１８０〒818-0034

中元　正光113722

TEL 0949-23-1640

（有）吉田工務店 5,000 －4004無法

土１大１と１
福岡県直方市大字下新入字下金面１４４４〒822-0032

野田　大作113723

TEL 092-515-2852

佐藤組 －4001無個

大１
福岡県福岡市早良区田隈３－２０－３１〒814-0174

佐藤　正秀113724



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1509頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 09-711-8822

（株）ＬＡＲＫＳ 3,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市中央区大名１－１－３－３０１〒810-0041

今村　誠113725

TEL 092-515-2562

（株）黒川工業 5,000 －4001無法

大１
福岡県福岡市西区上山門１－１－２０－２０１〒819-0054

黒川　達也113726

TEL 092-562-0320

（株）グランドヴァイス 5,000 －4001無法

と１園１
福岡県福岡市南区塩原３－２１－３６〒815-0032

西田　健太郎113727

TEL 092-292-3886

（株）アクセルワイズ 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区上牟田１６－５１〒812-0006

南沢　信吾113728

TEL 092-408-7373

（株）ケイ・リファイン 3,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市大字成竹４８－１０〒811-1235

田中　賢一113729

TEL 092-753-6788

（株）リクラフト福岡 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区薬院２－２－２４〒810-0022

毛利　寛司113730

TEL 0948-62-4885

恵徳クレーン（株） 1,000 －4010無法

と１
福岡県嘉麻市上臼井５７４－１〒820-0502

渡邊　恵三113731

TEL 0943-73-7401

博和工業 －4002無個

筋１
福岡県うきは市吉井町清瀬８３－２２〒839-1312

春田　博之113732

TEL 0944-85-8786

坂田総建 －4003無個

大１
福岡県大川市大字津４２－２２〒831-0035

坂田　裕也113733

TEL 093-701-3830

（有）マルマン 4,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市若松区畠田１－５－２０〒808-0104

齋藤　史隆113734

TEL 0930-42-2006

木下設備 －4005無個

管１
福岡県京都郡みやこ町犀川本庄２７６－２〒824-0231

木下　祐史113735

TEL 093-981-4919

上田工務店 －4008無個

大１
福岡県北九州市小倉南区横代南町１－９－２２〒802-0826

上田　誠113736

TEL 0942-64-2325

梅田土木（株） 5,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県久留米市三潴町高三潴４６３－１〒830-0103

梅田　博文113737



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1510頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-841-1918

（有）サン・エンジニアリング 3,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市早良区南庄３－１８－１５〒814-0031

椿山　達也113738

TEL 092-335-3368

コーユーテック －4001無個

防１
福岡県糸島市篠原西３－１１－５５〒819-1129

中牟田　順二113739

TEL 092-957-8390

九州ＡＤシステム（株） 1,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡志免町志免中央４－８－３０〒811-2244

田ノ口　智幸113740

TEL 092-322-9536

（株）レイワ仮設 5,000 －4001無法

と１
福岡県糸島市神在１０６１－１〒819-1123

上野　文代113741

TEL 092-629-3223

（株）ジーンネット 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市東区多の津５－２２－８〒813-0034

明日山　康生113742

TEL 092-962-5219

（有）勝工務店 3,000 －4001有法

建１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２３１４－２６〒811-0102

丸目　茂敏113743

TEL 0930-28-8670

髙橋工業 －4005無個

管１
福岡県京都郡苅田町新津４０９－４７〒800-0344

高橋　勝明113744

TEL 0949-36-4366

なごみ管理機工（株） 5,000 －4004無法

土１と１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
福岡県宮若市礒光１８２７－４８７〒823-0004

中川　俊和113745

TEL 0947-22-0913

中原商会（株） 5,000 －4009無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県田川郡福智町伊方３７６１－２〒822-1211

中原　純二113746

TEL 0944-54-4111

（株）クレイン熱機 10,000 －4003有法

建１と１管１
福岡県大牟田市大字勝立５８７－３〒836-0886

坂田　智裕113748

TEL 0944-55-6871

（株）フロアテック 5,000 －4003無法

内１
福岡県大牟田市浜田町１６－９久栄マンション１０１号〒836-0026

片山　敏彦113749

TEL 0943-22-8500

（株）晃進 5,000 －4007無法

土１
福岡県八女郡広川町大字日吉１８９－３〒834-0111

小柳　晃幸113750

TEL 093-632-1065

山口商会 －4008無個

塗１
福岡県北九州市八幡西区養福寺町３－２１－２０１〒806-0065

山口　光俊113751



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0940-42-5878

（株）岩屋工務店 5,000 －4008無法

管１水１
福岡県福津市中央６－２３－２〒811-3217

岩屋　敏行113752

TEL 092-688-6222

東工業（株） 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市東区筥松１－１３－６〒812-0061

畠山　政彦113753

TEL 092-834-4787

ＫＯＪＩＫＥＮ（株） 5,000 －4001無法

石１
福岡県福岡市早良区有田２－３０－７〒814-0033

小島　隆児113754

TEL 092-983-5413

管工 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡志免町吉原６４７－７〒811-2208

上野　允寛113755

TEL 092-524-0202

西部日本鋼材（株） 14,400 －4001有法

土１建１と１鋼１具１
福岡県福岡市中央区平尾浄水町１－１〒810-0029

大江　晋113756

TEL 092-871-1814

大伴畳店 －4001無個

内１
福岡県福岡市城南区東油山５－６－７〒814-0155

伴　俊彦113757

TEL 092-408-9697

シンテックス（株） 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区野多目２－１７－２〒811-1347

足立　信也113758

TEL 092-262-0116

（株）Ｓｕｉｔｅ　Ｓｔｙｌｅ 10,000 －4001有法

建１管１
福岡県福岡市博多区上川端町１０－３〒812-0026

永翁　史朗113759

TEL 092-873-8545

ケンテック（株） 10,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市早良区賀茂４－１８－１６〒814-0164

樫山　謙吉113760

TEL 092-400-0907

Ａｒｔ工業（株） 5,000 －4001無法

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県福岡市城南区田島１－１１－１６〒814-0113

吉田　栄太113761

TEL 092-925-2477

（株）ウインドライフ 3,000 －4011有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県太宰府市国分１－８－１８〒818-0132

篠原　和広113762

TEL 092-519-5351

大島塗装 －4011無個

塗１
福岡県春日市上白水１－５４〒816-0844

大島　章照113763

TEL 092-515-4853

タイヨウホーム（株） 5,000 －4011無法

大１
福岡県太宰府市青葉台１－１８－３－１０１〒818-0137

河野　丈嗣113764
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令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-707-8484

（株）沓掛工業 3,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市大池１－８－５〒816-0904

沓掛　一樹113765

TEL 0942-65-3553

（株）ＤＡＫ設備 1,000 －4002有法

土１と１舗１水１
福岡県久留米市通町１１３－２－８０５〒841-0201

大坪　倫代113766

TEL 0942-21-2880

吉瀬工業ＳｔｙｌｅＷｏｒｋｓ －4002無個

土１と１舗１水１
福岡県久留米市本山２丁目１７－１３〒830-0056

吉瀬　豊和113767

TEL 0942-53-3823

槇原建設（株） 5,000 －4007無法

建１大１
福岡県筑後市大字折地７１１－１〒833-0026

槇原　良平113768

TEL 0943-22-8935

（株）オガワ 5,000 －4007無法

と１解１
福岡県八女郡広川町大字広川１１０２－５０〒834-0121

小川　隆德113769

TEL 0947-85-9119

（有）原田ベーシック 3,000 －4009無法

と１
福岡県田川市大字弓削田２－１〒826-0041

原田　敏寛113770

TEL 0979-82-6691

（有）エアー・ワールド 3,000 －4005無法

管１
福岡県豊前市掘立７１５－３〒828-0042

野﨑　修治113771

TEL 0930-26-3191

（有）海洋技研 3,000 －4005無法

と１し１
福岡県行橋市大字前田１７４５－２５〒824-0056

今村　卓朗113772

TEL 092-776-7937

（株）フクツ電工 1,000 －4001無法

電１消１
福岡県古賀市舞の里５－２０－１１〒811-3114

古賀　正美113773

TEL 092-405-0561

（株）勝建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市東区三苫７－１－９〒811-0201

白山　勝敏113774

TEL 092-231-2422

（株）アンドスリー 100 －4001有法

建１大１内１
福岡県福岡市中央区舞鶴３－６－２３－４０７〒814-0006

阿部　有生113775

TEL 093-613-5869

中原建装 －4008無個

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西１－２３－１〒807-0074

中原　光隆113776

TEL 093-751-1521

（株）白栄 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市若松区西園町３－１３－１０４Ｂ〒808-0031

雪竹　浩一113777
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福岡県
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TEL 093-592-5575

（有）夏目商店 10,000 －4008有法

土１と１舗１解１
福岡県北九州市小倉北区竪林町２１－１２〒803-0855

吉田　智江113778

TEL 0948-29-2286

（株）泰成 500 －4010無法

管１
福岡県飯塚市小正６９６－１〒820-0089

武田　龍113780

TEL 092-928-7146

イーハトーブ建築工房 －4011有個

内１
福岡県太宰府市石坂２－１７－９〒818-0118

川尻　陽介113781

TEL 092-589-3151

永田通信建設（株） 10,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市南区五十川２－２５－２２〒815-0001

永田　桂一113782

TEL 092-565-8422

平田康電工 －4001無個

電１通１
福岡県福岡市南区向新町２－２４－７〒811-1345

平田　康洋113783

TEL 092-586-6660

（株）前田商店 30,000 －4011有法

板１
福岡県春日市昇町５－１３９〒816-0851

前田　茂子113784

TEL 092-231-8660

中村工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区曰佐４－３１－１６〒811-1313

中村　洋一郎113785

TEL 093-701-8702

ＲＡＩＴＯ建設 －4008無個

と１
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３２－５４〒807-0141

椎原　丈隆113787

TEL 093-742-6670

（株）トライ 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市若松区塩屋２－１２－２０〒808-0131

岡本　裕二113788

TEL 093-752-2682

田中鐵工産業（株） 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区浜町１－４－１５〒808-0024

田中　裕夏113789

TEL 093-701-5962

（株）電空 5,000 －4008無法

電１管１
福岡県遠賀郡水巻町吉田東５－１－１２〒807-0045

大八木　仁113790

TEL 093-452-1780

さくら建設塗装（有） 3,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉南区徳吉東５－１０－１５〒803-0277

横幕　雅宏113791

TEL 0979-53-9356

（株）松本組 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県豊前市大字八屋６８０－１〒828-0021

有　　信敏113792
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TEL 092-323-8025

井上建築 －4001無個

建１
福岡県糸島市井原１３９７〒819-1582

井上　貴美113793

TEL 092-339-0484

上田設備 －4001無個

管１
福岡県糸島市神在８７７〒819-1123

上田　誠113794

TEL 092-811-4220

（株）平田緑地建設 5,000 －4001無法

園１
福岡県福岡市西区大字吉武５１０〒819-0036

平田　鶴雄113795

TEL 092-206-9423

サカモト塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市西区大字吉武８２９－３〒819-0036

坂本　正和113796

TEL 092-692-7586

（株）エスＲエス 100 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻８１５－２〒811-2313

竹内　忠孝113797

TEL 092-737-3733

（株）アイネットデザイン 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区六本松２－３－３〒810-0044

德田　泰寛113798

TEL 0944-63-5096

英信工業 －4003無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県みやま市瀬高町上庄６３７－１２〒835-0025

山口　英二113799

TEL 0944-78-1148

（株）東和 1,000 －4003有法

と１
福岡県三潴郡大木町上木佐木４１６〒830-0414

東　慎一113800

TEL 0943-32-0160

（有）東プロパン 5,000 －4007有法

管１
福岡県八女郡広川町大字新代１８９２番地１〒834-0115

東　伸光113801

TEL 092-558-4281

（株）栁原工業 1,000 －4011無法

防１
福岡県春日市一の谷１－５９〒816-0852

栁原　新太郎113802

TEL 092-408-1556

ＨＩＫＥＮ（株） 9,500 －4011有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県筑紫野市原田３－１９－９〒818-0024

村上　太一113803

TEL 093-201-3752

（株）カツミ 500 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡水巻町二東１－４－１６〒807-0054

柳原　克美113804

TEL 093-452-3545

（株）ヨシタケ住宅企画 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区大字田代６５５－５〒803-0262

吉竹　九州男113805
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TEL 092-622-0085

ダイハツディーゼル西日本（株） 30,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市東区多の津２－３－１〒813-0034

藤澤　弘一113806

TEL 092-804-1178

（株）ブルーライン 3,000 －4001無法

土１と１管１鋼１舗１水１
福岡県福岡市早良区野芥８－２５－２２〒814-0171

吉村　昭113808

TEL 092-263-6038

ＡＤＡＹ商業開発（株） 8,300 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区中州５－６－２４〒810-0801

西囿　重隆113809

TEL 092-806-8720

（株）メイホウ 1 －4001無法

土１
福岡県福岡市西区今宿上ノ原２０２－４４〒819-0163

中村　芳乃113810

TEL 093-644-2818

（有）北九州エコグリーン 3,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市八幡西区萩原２－１２－２６〒806-0059

三村　修113811

TEL 093-662-1045

（有）長柄産業 5,000 －4008有法

管１機１
福岡県北九州市八幡東区山王１－１６－４〒805-0017

長柄　慈朗113812

TEL 0947-85-9750

（有）髙木クレーン工業 3,000 －4009無法

と１
福岡県田川市大字夏吉４１９３－１〒825-0004

髙木　大輔113813

TEL 092-776-9496

（株）太陽 5,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県糟屋郡志免町別府４－２－１７－１０１〒811-2205

九鬼　芳宏113814

TEL 0948-28-4545

（株）サンズガーデン 5,000 －4010有法

土１園１
福岡県飯塚市上三緒３４６－６５〒820-0013

橋口　哲郎113815

TEL 0942-53-3900

中尾組 －4007無個

大１と１
福岡県筑後市大字久富９７８－２〒833-0056

中尾　拓幹113816

TEL 0943-24-8427

（株）ＴＯＰＲＯＡＤ 1,000 －4007有法

土１と１舗１
福岡県八女市山内３８０－１〒834-0012

山科　和久113817

TEL 092-752-1213

（株）ノムラ 10,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市中央区天神４－７－８永島ビル〒810-0001

野村　健志113818

TEL 092-517-0019

（株）きむでん 1,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市早良区四箇６－２８－３２〒811-1103

木村　啓臣113819
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TEL 0947-85-8313

政友工業 －4009無個

土１建１と１解１
福岡県田川郡香春町大字中津原１０２９－１〒822-1405

二宮　政則113820

TEL 093-980-1801

釡田塗装興業（株） 1,000 －4008無法

塗１
福岡県中間市長津３－１２－１１－２〒809-0036

釡田　寿憲113821

TEL 093-511-8600

（株）ウォーレン 10,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区魚町２－６－１０〒802-0006

原口　一雄113822

TEL 093-621-7059

後藤畳店 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区西神原町３－６〒806-0026

櫛野　修司113823

TEL 093-482-3558

（株）玉井組 5,000 －4008無法

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町１－５－１〒802-0016

玉井　真紀子113824

TEL 0948-26-3530

白川組 －4010無個

と１
福岡県飯塚市相田１２９－４〒820-0052

白川　政己113825

TEL 092-404-0117

（株）ジールクラフト 9,000 －4001無法

建１大１左１と１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区横手南２－１８〒811-1312

渡辺　和博113826

TEL 092-517-0233

（株）鳳凰 500 －4011無法

と１
福岡県大野城市南ヶ丘１－３３－２〒816-0964

井手　剛113827

TEL 092-410-8304

永岡建設 －4001無個

大１
福岡県糟屋郡宇美町神武原５丁目１５－３〒811-2129

永岡　哲二113828

TEL 092-542-7685

タカキ技研 －4001無個

左１
福岡県福岡市南区中尾３丁目３１－１３－３０７〒811-1364

髙木　宏一郎113829

TEL 093-682-1221

（株）正内建装 1,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡東区大宮町１５－９〒805-0003

正内　英雄113830

TEL 093-602-5604

熊谷建設（株） 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区三ツ頭２－１７－１〒807-0878

熊谷　正則113831

TEL 093-632-1865

（株）矢野工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区筒井町２－１８　ＫＹビル３０３〒806-0032

矢野　卓113833
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TEL 0940-51-6600

北村塗装 －4008無個

塗１
福岡県福津市福間南１－１９－２２〒811-3212

北村　友幹113834

TEL 092-405-6911

（株）アシスト 5,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１８５－６１〒811-2112

林田　忠彦113835

TEL 092-519-2604

北村組 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区老司２－２３－１９〒811-1346

北村　光広113836

TEL 0947-85-8800

リーベンホーム（株） 9,000 －4009無法

建１
福岡県田川市大字伊田４７７６番地１〒825-0002

加納　淳子113837

TEL 09496-6-8884

（株）Ｙｏｋｏｋｅｎ 3,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市勢田１０３８－１３〒820-1111

横谷　幸雄113838

TEL 0948-80-8006

ハヤブサ電工（同） 1,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市横田４３３－８〒820-0044

吉川　竜一113839

TEL 0943-41-0124

（株）宗岡電務社 2,000 －4007無法

電１
福岡県八女市室岡９２６－２〒834-0066

宗岡　修一113840

TEL 0944-76-3133

坂井建設（株） 3,000 －4003無法

土１建１と１
福岡県柳川市大和町皿垣開６２４－３〒839-0261

坂井　義幸113841

TEL 092-834-7175

柴田建設 －4001無個

大１
福岡県福岡市西区上山門２－１９－１０〒819-0054

柴田　利和113842

TEL 092-555-5515

吉田組 －4001無個

大１と１
福岡県福岡市南区老司４－１２－３〒811-1346

吉田　大輔113843

TEL 092-933-1302

モリセツ －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町神武原２－１－５〒811-2129

森尾　恭輔113844

TEL 092-332-8353

ＡＴ設備 －4001無個

管１
福岡県糸島市二丈深江１１３８－９〒819-1601

泉本　篤彦113845

TEL 0944-76-0310

（株）平川電気商会 1,000 －4003無法

電１消１
福岡県柳川市大和町栄９５５－１〒839-0252

平川　典善113846
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TEL 0943-73-1775

（株）ウエノ 1,000 －4002有法

解１
福岡県久留米市田主丸町竹野２０１１－２〒839-1215

上野　学113847

TEL 092-287-1741

（株）Ｙ’ ｓテクニカル 3,000 －4011無法

土１
福岡県大野城市大池２－２１－２４〒816-0904

山下　滝治郎113848

TEL 092-408-2832

サニーガーデンプラン（株） 1,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市大字下見１０３－１〒818-0021

黒岩　尚一郎113849

TEL 093-372-9797

（株）九曜 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区奥田１－６－１０〒800-0011

金子　昌吾113850

TEL 093-223-0801

（株）川下工業 1,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡芦屋町花美坂１－４〒807-0143

川下　浩一113851

TEL 093-963-2233

（株）大松 20,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
福岡県北九州市小倉南区蒲生５－５－２１〒802-0978

西村　康隆113852

TEL 0947-72-3944

（株）奥田実業 5,000 －4009無法

と１筋１
福岡県田川郡川崎町大字川崎８０１－３１〒827-0003

奥田　浩一113853

TEL 092-553-7145

ＩＮＴＥＲＩＯＲ－ＫＩＮＯＳＨＩＴＡ －4001無個

建１
福岡県福岡市南区西長住３－３１－８〒811-1361

木下　勝博113854

TEL 092-201-2381

（株）ダクトヤ上谷 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区金の隈１－３３－２３－１０２〒812-0863

上谷　満咲樹113856

TEL 092-586-9387

（株）ベストブライト 30,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区桧原１－１１－３７〒811-1355

松枝　旭洋113857

TEL 092-804-8585

ＳＴＫ（株） 5,000 －4001無法

電１鋼１
福岡県福岡市早良区重留６－６－８〒811-1101

千々松　儀美113858

TEL 092-408-4056

（株）プロシードデザイン 5,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市中央区赤坂２－４－５シャトレサクシーズ２０８〒810-0042

友納　啓之113859

TEL 0949-24-0952

（株）ハラ工業 5,000 －4004無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県鞍手郡小竹町大字赤地１１７０〒820-1102

原　朋規113860



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1519頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-752-5300

（株）ウエルクリエイト 45,000 －4008有法

塗１内１機１
福岡県北九州市若松区向洋町１０－１〒808-0002

德永　信子113861

TEL 0948-25-0584

（株）豊熱創設計 2,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市大日寺９２４〒820-0046

豊永　淳子113862

TEL 0948-43-8870

今中工業 －4010無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県飯塚市東徳前１７－６０－２７〒820-0032

今中　貴幸113863

TEL 0942-55-2757

三輝（株） 3,000 －4002無法

土１と１管１水１
福岡県久留米市三潴町西牟田６９－７〒830-0111

落谷　光113864

TEL 0947-63-2011

数山創建 －4009無個

大１内１
福岡県田川郡大任町大字大行事１０５７〒824-0512

数山　功113865

TEL 092-409-8089

（株）エフライズ 20,000 －4001無法

建１管２
福岡県福岡市博多区石城町１２－１〒812-0032

奥薗　慶113866

TEL 092-822-0029

（株）博山ファシリティ 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区原２－１－１８〒814-0022

山田　博之113867

TEL 0943-72-5758

（株）ユウシン建設 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県久留米市田主丸町田主丸６１－２－１〒839-1233

田中　裕子113868

TEL 0942-72-5574

松井電設 －4002無個

電１
福岡県小郡市吹上８５６－６〒838-0111

松井　誠治113869

TEL 093-283-3836

（株）モロナガ電気サービス 3,000 －4008無法

電１通１
福岡県遠賀郡岡垣町中央台３－１－２３〒811-4218

諸永　宗寿113870

TEL 093-482-2558

（株）友協 3,000 －4008無法

と１タ１鋼１塗１
福岡県北九州市小倉北区弁天町５－２－１２０１〒803-0856

坂本　直紀113871

TEL 093-953-6288

重松工務店 －4008無個

左１
福岡県北九州市小倉南区下貫３－５－５〒800-0236

重松　貢吉113872

TEL 092-574-0756

水光技研（株） 1,500 －4011有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１
福岡県春日市春日４－６７－３〒816-0814

新原　政喜113873



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-29-2171

エスケイ（株） 1,000 －4004無法

管１
福岡県直方市大字感田２８１３－１〒822-0001

川﨑　一憲113874

TEL 093-616-2872

朋工業（株） 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－４－１２－２０１〒806-0045

近藤　朋広113875

TEL 093-391-5050

（有）アート空調エンジニアリング 5,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市門司区高田１－１３－３２〒800-0031

髙橋　文恵113876

TEL 093-741-4222

大心電設 －4008無個

電１
福岡県北九州市若松区高須西１－１６－３３〒808-0146

石瀧　真大113877

TEL 093-482-2417

（株）Ａ．Ｎ工房 2,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－８－１８〒802-0072

西塚　淳史113878

TEL 092-688-1576

（株）フォローズ 1,000 －4011無法

建１と１タ１塗１防１内１
福岡県大野城市山田４－１－２０〒816-0922

及川　浩平113879

TEL 092-980-6904

（株）あおい空調 5,000 －4011無法

屋１管１板１
福岡県大野城市御笠川５－７－７〒816-0912

佐藤　修平113880

TEL 092-558-3243

Ｆｕｊｉｎａｒｉ（株） 5,000 －4011有法

土１と１
福岡県春日市平田台４－４５〒816-0812

佐藤　直也113881

TEL 0942-64-2124

（株）新和建設 5,000 －4002無法

土１と１解１
福岡県久留米市三瀦町早津崎１０３０－８〒830-0101

田中　宏和113882

TEL 0942-41-4560

（株）プロテクノ 3,000 －4002有法

土１建１と１塗１防１水１解１
福岡県久留米市国分町３４－１１〒839-0863

田中　一善113883

TEL 092-836-5822

（株）ぜん 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市西区下山門３－９－１８〒819-0052

千葉　宗敏113884

TEL 092-407-9367

アルファ －4001無個

防１
福岡県福岡市城南区南片江１－２６－１２〒814-0143

坂木　秀一113885

TEL 092-937-1210

（株）Ｃｅｎｔｒｕｓｔ 1,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡粕屋町上大隈６１９－２３〒811-2301

田中　淳朗113886



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-400-5535

（株）クルス 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区片江１－２５－２９〒814-0142

関　敏彦113887

TEL 092-204-7005

（有）光安施工 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区金の隈３－１８－２４〒812-0863

光安　博文113888

TEL 092-555-5576

長野住建（株） 1,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区野間２－１０－１５〒815-0041

長野　悟113889

TEL 092-932-6033

（株）豊田建築 1,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須惠４５１番地〒811-2114

豊田　定113890

TEL 092-806-8782

（株）カロークス 1,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市西区今宿青木８１２－７〒819-0162

山﨑　一生113891

TEL 092-707-4453

（株）シンクロライト 4,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市城南区東油山３－２１－１８〒814-0155

井福　竜也113892

TEL 092-519-7471

（株）エフイーテック 1,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石８４－２１－１０８〒811-2221

藤木　隆行113893

TEL 092-519-7065

（株）池田内装 2,000 －4001無法

内１
福岡県古賀市天神７－１２－１０〒811-3101

池田　紀彦113894

TEL 050-1103-4259

（株）豊和工業 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市大日寺５８７－４８〒820-0046

小川　ひとみ113895

TEL 092-710-0383

（株）ＳＹＴ 5,000 －4011無法

内１
福岡県大野城市筒井１－２０－１６　ラ・カーサ大野城Ｉ１０５〒816-0931

竹尾　健一113896

TEL 092-231-2655

（株）錦 1,000 －4011無法

と１塗１
福岡県大野城市つつじケ丘３－３２－１〒816-0962

西木　祐一113897

TEL 092-986-8513

上川工業（株） 5,000 －4001無法

舗１
福岡県福岡市西区生松台１－２－９〒819-0044

上川　孝生113898

TEL 092-933-2362

（株）ＡＫＫシステム 2,000 －4001有法

消１
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央３丁目１１－２７〒811-2128

山口　能久113899



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-753-6503

（株）ヒラノ 500 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区長尾２－１４－１１〒814-0123

平野　巧113900

TEL 093-371-6920

（株）コスモス造園 1,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市門司区大字大里５９３６－１〒800-0014

宇都宮　直之113901

TEL 093-967-7787

（株）ＴＫコーポレーション 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市門司区下二十町９－２３〒800-0028

青木　真悟113902

TEL 093-791-0605

（有）イイオ電工 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市若松区東二島２－２１－２〒808-0102

飯尾　和彦113903

TEL 093-981-5531

（株）マルヒロ電工 5,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡水巻町二東２－１３－１９〒807-0054

黒木　博113904

TEL 0948-28-7777

（株）ＩＲ．フレックス 5,000 －4010無法

土１建１と１管１舗１内１
福岡県飯塚市鯰田１１４０－２〒820-0001

時津　裕行113905

TEL 0948-80-4118

岡田建装（株） 5,000 －4010無法

内１
福岡県飯塚市潤野８２６－１〒820-0021

岡田　章郎113906

TEL 0943-22-9499

光岡工務店 －4007無個

建１
福岡県八女郡広川町大字長延９４１－１〒834-0105

光岡　孝夫113907

TEL 0942-65-7775

（株）大豊建装 5,000 －4002無法

塗１防１
福岡県久留米市荒木町白口４３８－１２〒830-0062

大西　豊113908

TEL 0944-58-5812

木村工業（株） 10,000 －4003無法

管１
福岡県大牟田市大字岩本２０６６－３〒837-0913

木村　貞敏113909

TEL 0944-67-3870

（株）ＢＡＳＥ 5,000 －4003無法

と１
福岡県みやま市山川町尾野１７５２－１〒835-0102

坂本　孝113910

TEL 0947-28-4494

髙林設備 －4009無個

管１
福岡県田川郡福智町市場７８７－３〒822-1103

髙林　久米男113911

TEL 093-383-0967

（株）Ｄｏ 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区上石田１－６－３５〒802-0833

緒方　学113912



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-791-5664

ササハラ住宅 －4008無個

左１
福岡県北九州市若松区鴨生田２－５－１〒808-0105

笹原　光輝113913

TEL 092-555-7633

ＮＯＧＵＣＨＩ －4011無個

舗１
福岡県筑紫野市大字西小田８０４－７〒818-0032

野口　晋二113914

TEL 092-555-4541

（有）川本技研 10,000 －4011有法

内１
福岡県那珂川市片縄北１－３－２２〒811-1203

川本　秀樹113915

TEL 0946-22-3402

荻野組 －4006無個

土１と１解１
福岡県朝倉市長田６１２〒838-0043

荻野　誠113916

TEL 092-210-6004

（合）リルド興産 3,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市城南区片江４－１５－１５〒814-0142

有吉　大輔113917

TEL 0943-75-2530

伊藤建具店 －4002有個

具１
福岡県うきは市吉井町富永７００〒839-1333

伊藤　義之113918

TEL 0944-32-9455

（株）小川塗装工業 5,000 －4003無法

塗１
福岡県大牟田市大正町１－９－１〒836-0047

小川　雄一113919

TEL 093-287-2050

（株）松工業 5,000 －4008無法

と１機１
福岡県北九州市小倉南区若園１－１－１２〒802-0816

松田　凌113920

TEL 0940-72-4352

石松塗装 －4008無個

塗１
福岡県宗像市東郷１８５〒811-4171

石松　誠二113921

TEL 092-231-2300

（株）砂月組 1,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字佐屋２２１８－７０〒811-0102

砂月　文彦113922

TEL 092-600-0170

（株）ＥＮＧＥＮ 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区半道橋１－１－１０〒812-0897

牛津　伸也113923

TEL 092-707-3816

（株）ＭＯＶＥＤＥＳＩＧＮ 3,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区大手門３－２－１〒810-0074

坂本　幹男113924

TEL 0948-25-1031

鶴田鉄筋工業 －4010無個

筋１
福岡県飯塚市川津４３２－１〒820-0067

鶴田　賢久113925
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-862-3585

（有）ユーシン 5,000 －4001無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１防１水１解１
福岡県福岡市城南区樋井川６－７－１３〒814-0153

東野　良太113926

TEL 0949-23-0311

（株）入江内装 1,000 －4004無法

内１
福岡県直方市大字永満寺２５５８－１２〒822-0005

入江　敏也113927

TEL 092-821-3227

（株）Ｍコーポレーション 8,880 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区祖原１３－２〒814-0005

佐藤　美奈113928

TEL 092-805-1811

（有）玄海工芸 3,000 －4001無法

建１鋼１
福岡県福岡市西区横浜２－３５－３５〒819-0166

深堀　秀喜113929

TEL 093-371-0812

西小野工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区上藤松２－１６－４０〒800-0044

西小野　繁113930

TEL 093-691-0007

（株）拓伸技建 1,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２９５３－１〒807-0801

川原　拓弥113931

TEL 093-482-6786

日本アイティーシー（株） 5,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市八幡西区陣原３－１７－２３〒807-0821

田中　幸義113932

TEL 093-383-7741

（株）ｂｅ－ｋｉｎｇ 30,000 －4008有法

土１建１と１解１
福岡県北九州市小倉北区若富士町８－６〒802-0063

真﨑　法明113933

TEL 0948-80-6518

（有）拓建設 5,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市大日寺５１２－５４３〒820-0046

牛島　拓朗113934

TEL 0942-43-6514

白谷建築 －4002無個

建１
福岡県久留米市高良内町２９０２〒839-0852

白谷　幸雄113935

TEL 0944-76-5607

（株）サカモト 5,000 －4003無法

土１と１
福岡県柳川市大和町中島３３４－１〒839-0254

坂本　誠113936

TEL 0944-88-3515

（株）関家具 140,000 －4003有法

建１内１
福岡県大川市大字幡保２０１－１〒831-0033

関　文彦113937

TEL 092-952-1240

中山組 －4011無個

大１
福岡県那珂川市片縄北２－１－１２－１０６〒811-1203

中山　純一113938
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TEL 092-260-7007

（株）３Ｓ 10,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－１１－８Ｆ－１号〒812-0012

南　吉則113939

TEL 092-672-6713

ＡＺ－ＧＲＡＰＨＩＣＳ －4001無個

建１大１と１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市東区下原３－２４－５１〒813-0002

清原　昭113940

TEL 092-864-6198

（株）近代技研 5,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市城南区南片江１－２１－７〒814-0143

山本　恒明113941

TEL 0944-72-7927

（株）大昭組 5,000 －4003無法

解１
福岡県柳川市奥州町２２－８〒832-0046

友添　裕一113942

TEL 092-596-0252

矢野塗装店 －4011無個

塗１
福岡県大野城市若草２－２６－１０〒816-0981

矢野　康博113944

TEL 0949-24-5413

（株）ＳＳ一級建築士事務所 3,000 －4004有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県直方市大字下新入９１－１５〒822-0032

椎　　春義113945

TEL 0979-64-9902

（株）九州テント 700 －4005有法

鋼１
福岡県築上郡吉富町大字広津３４３－５〒871-0811

齋藤　眞吾113946

TEL 0944-63-8349

坂田建設 －4003無個

建１解１
福岡県みやま市瀬高町小田１８１６－４〒835-0002

坂田　健太郎113947

TEL 0942-65-6651

（株）Ａ－ＬＩＦＥ 5,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市津福今町６７７－１７〒830-0061

荒木　朝裕113948

TEL 093-651-7894

（株）西田キーサービス 5,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉北区上到津４－５－４〒803-0845

西田　寛113949

TEL 093-967-8910

（株）トラストワークス 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉北区熊本４－２－２－３０６〒802-0044

中嶋　義之113950

TEL 093-512-5533

花田商事（株） 10,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸４－６〒802-0031

花田　睦生113951

TEL 093-922-2780

（株）エターナリー 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区沼南町１－１５－１６〒800-0205

杉山　龍弥113952
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TEL 093-863-0801

ＴＡＩＬＦＬＡＴ（株） 5,000 －4008無法

管１
福岡県中間市中央１－２８－３０－Ｂ２０１〒809-0030

平尾　和也113953

TEL 092-753-7626

（株）万照 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区天神３－１４－３１天神リンデンビル３Ｆ〒810-0001

柴田　一成113954

TEL 092-710-1692

（株）ＦＵＲＵＹＡ 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区長丘２－２５－１１－２〒815-0075

古谷　浩之113955

TEL 092-776-0021

ゼロイチ（株） 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区堅粕４－１４－２２－２０５〒812-0043

宮奥　敦久113956

TEL 092-332-8247

ＤＡＮＪＹＯ －4001無個

と１
福岡県糸島市二丈松末１６３９－５〒819-1613

山﨑　翼113957

TEL 092-932-3749

タナカ塗装 －4001無個

塗１
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美４３５０－２〒811-2101

田中　宏典113958

TEL 092-863-2995

樋口工務店 －4001無個

大１と１
福岡県福岡市早良区次郎丸１－１２－１２〒814-0165

樋口　孝113959

TEL 0948-66-8660

（株）ＴＳ 2,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市勢田２２０６〒820-1111

西岡　将平113960

TEL 092-953-0312

（株）戸髙鈑金 1,000 －4011無法

屋１板１
福岡県春日市白水ヶ丘６－１０１〒816-0845

戸髙　清雄113961

TEL 0942-65-0919

ＴＡＴＥＸ －4002無個

具１
福岡県久留米市三潴町高三潴２６５－８〒830-0103

小野　和信113962

TEL 0942-32-8746

中村製畳 －4002無個

内１
福岡県久留米市南１－４－７〒830-0051

中村　信之113963

TEL 092-260-3468
パニー
（株）エンバイロメント・プロダクト・カン 30,000 －4001有法

土２建２電１通１
福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目４番８号〒812-0011

奥出　由香113964

TEL 092-542-5855

（株）月咲 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区桧原７－５２－３２－１０３〒811-1355

東　裕治113965
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TEL 092-400-1210

（株）ａｒｕ 1,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市早良区原４－８－８〒814-0022

下村　清二113966

TEL 092-811-6813

（株）福岡グリーンセンター 500 －4001有法

園１
福岡県福岡市西区大字金武２０４４〒819-0035

細川　貴則113967

TEL 0948-21-4627

くるみ電工 －4010無個

電１
福岡県飯塚市伊岐須７５２－２３〒820-0053

髙橋　勝之113968

TEL 093-761-7552

豊友建設（株） 35,000 －4008無法

土１建１左１と１鋼１筋１防１解１
福岡県北九州市若松区棚田町１２－４１〒808-0042

髙木　雅彦113969

TEL 0940-72-5186

（株）ＣＯＯＯＬ 5,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県宗像市神湊６５１－２－８０５〒811-3501

濵口　光一郎113970

TEL 093-555-4724

（株）純栄 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区穴生３－２－１０－１０３〒806-0049

古川　純平113971

TEL 093-641-5541

（株）ＹＡＳＵＮＯ 2,000 －4008無法

電１管１
福岡県北九州市八幡西区陣原２－１－２４〒807-0821

永田　泰規113972

TEL 093-601-6611

（有）五工プラント 10,000 －4008有法

土１管１鋼１解１
福岡県北九州市八幡西区友田１－１２－１２〒807-0828

中山　誠之113973

TEL 0940-39-3458

高雄建築 －4008無個

建１
福岡県宗像市赤間２－５－３０－１０１〒811-4146

高雄　昭仁113974

TEL 092-581-1009

（株）ＭＭＴ 5,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市筒井２－１４－１－２０５号〒816-0931

宮田　さおり113975

TEL 093-662-8822

（株）なべくら電気 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡東区中央３－３－３－１３０１〒805-0019

鍋倉　広幸113976

TEL 0948-52-6115

（株）ヨシケン 5,000 －4010無法

土１と１舗１
福岡県飯塚市長尾１２８１－１〒820-0701

合谷　良雄113977

TEL 0944-88-8906

（株）ニューキャニオン開発 1,000 －4003有法

建１と１塗１防１解１
福岡県大牟田市上屋敷町２－１－２５〒836-0072

境　美佳113978
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TEL 094-322-8351

（株）ＡＲＴＩＳ 10,000 －4007無法

建１
福岡県八女市忠見６３６〒834-0014

類家　立志113979

TEL 0949-33-3129

（株）田川中村 2,000 －4004無法

鋼１
福岡県宮若市鶴田２２６５－６〒823-0002

中村　義文113980

TEL 093-861-9781

村岡工務店 －4008無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市門司区黒川東２－１１－１４〒801-0826

村岡　唯七113981

TEL 093-452-1080

那須建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉南区長行西４－１－１〒803-0272

那須　正敏113982

TEL 092-881-6531

渡邉設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市西区上山門３－１０－５４〒819-0054

渡邉　一彦113983

TEL 092-739-1000

日本不動産販売（株） 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市中央区六本松３－１１－３１〒810-0044

大塚　寛113984

TEL 092-928-4969

（株）サン・エネルギー社 90,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市南区大橋１－２－３〒815-0033

小嶋　豪113985

TEL 092-738-3223

シーズ・クリエイションズ（株） 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区谷１－９－１３〒810-0031

廣瀬　みゆき113986

TEL 092-326-5616

（株）ＨＡＬ鳶 5,000 －4001無法

と１
福岡県糸島市二丈吉井４０７４－３〒819-1641

田中　信一郎113987

TEL 092-843-4360

（株）入江工業 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市早良区昭代３丁目７番３６号昭代ハイツ４０３号〒814-0012

入江　義広113988

TEL 092-473-3088

（株）ＥＰサポート 20,000 －4001有法

土２と２石２電２鋼２舗２し２塗２園１水２解２
福岡県福岡市博多区東比恵２－２０－２５東比恵ビル９階〒812-0007

枝光　俊介113989

TEL 0944-72-2808

（株）弥永建設 5,000 －4003無法

土１建１と１舗１し１水１
福岡県柳川市三橋町垂見８１２〒832-0814

弥永　友繁113990

TEL 0949-22-2968

（株）森山鉄工 30,000 －4004有法

電１機１
福岡県直方市大字中泉字今林８７５－１３〒822-0011

森山　慶一113991
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TEL 0947-23-0493

嶋本工業（株） 1,000 －4009無法

土１管１水１
福岡県田川市大字弓削田３４７０－５〒826-0041

嶋本　祐介113992

TEL 092-408-5989

（株）ＧＯＮ 1,000 －4011無法

左１
福岡県那珂川市片縄５－６５－４０３〒811-1201

弓場元　和章113993

TEL 092-287-5826

Ｍ・Ｋコーポレーション（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市博多区昭南町１－１－９－２０５〒812-0876

松本　優113994

TEL 092-287-2403

宮﨑鉄筋 －4011無個

筋１
福岡県春日市松ヶ丘２－７８－１〒816-0843

宮﨑　正則113995

TEL 092-985-9257

ＳｕｎＬａｕｒｅｌ（合） 5,000 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県春日市上白水４－４０〒816-0844

小川　裕朗113997

TEL 0942-30-7227

（株）バステム 10,000 －4002無法

機１
福岡県久留米市梅満町１６１６－１〒830-0048

馬場　純治113998

TEL 093-967-1796

（合）三榮工業 10 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区徳力３－７－６〒802-0974

柳田　栄治113999

TEL 093-967-7475

共創未來（株） 5,000 －4008無法

建１大１屋１内１
福岡県北九州市小倉南区東貫３－２１－２９〒800-0224

鶴田　和宏114000

TEL 093-603-9176

オハラ工業 －4008無個

防１
福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎１－６－４〒807-0803

小原　新一114001

TEL 092-861-7490

（株）城戸管工 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市城南区東油山３－２２－２５〒814-0155

城戸　宏114002

TEL 092-410-2354

（株）ケイエス設備 5,000 －4001無法

土１管１舗１水１
福岡県福岡市東区多々良１－１１－８〒813-0033

修行　憲二114003

TEL 092-805-5112

（株）ヒラデン 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区今津３５１１－１〒819-0165

平野　敏弘114004

TEL 092-409-1715

ＬＳシステム －4001無個

管１
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美４３７１－３〒811-2101

一木　雅裕114005
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TEL 0943-32-0434

みぞた造園 －4007無個

園１
福岡県八女郡広川町大字川上１４４－１〒834-0113

溝田　悦章114006

TEL 0949-29-7000

（株）ＬＵＭＩＣ 5,000 －4004無法

と１
福岡県直方市大字上新入１７６６－１２〒822-0033

北岡　大和114007

TEL 092-882-3988

（株）藤木工業 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市西区下山門３－２２－２０－２１０〒819-0052

藤木　泰一郎114008

TEL 092-776-2413

ＳＳＳ（株） 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木３９０〒811-2112

平山　聖二114009

TEL 0946-28-9233

（株）小川空調 1,000 －4006無法

管１
福岡県朝倉市多々連１０－３〒838-1311

小川　琢也114010

TEL 0944-85-0731

久保建設 －4003無個

土１と１舗１水１解１
福岡県柳川市三橋町百町４８０－１〒832-0821

久保　洋114011

TEL 0944-63-2412

黒田造園 －4003有個

園１
福岡県みやま市瀬高町濱田３２６－１〒835-0016

黒田　清隆114012

TEL 0949-25-9595

（株）活菜舎 10,000 －4004有法

土１と１
福岡県直方市知古７９１－１〒822-0022

小南　一寛114013

TEL 0930-22-6591

時田工務店 －4005無個

建１
福岡県行橋市大字道場寺１４３９－３－２－１１〒824-0026

時田　博之114014

TEL 093-642-0965

（株）おうちマイスター 1,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡西区陣原２－８－２４〒807-0827

吉田　寛之114015

TEL 093-621-6421

（株）泰明 1,000 －4008無法

土１と１解１
福岡県北九州市八幡西区星ケ丘１－１７－１〒807-1264

中村　慶一114016

TEL 093-533-5859

ＦＬＡＴ －4008無個

内１
福岡県北九州市小倉北区山門町１０－４５〒802-0024

吉岡　龍俊114017

TEL 093-603-3210

杉田工務店 －4008無個

建１大１屋１
福岡県北九州市八幡西区浅川台３－１７－３３〒807-0875

杉田　達也114018



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1531頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-967-8122

（株）ＡＮＤ　ＰＬＡＣＥ 3,000 －4008無法

建１内１
福岡県北九州市小倉南区若園４－２－１４－２０１〒802-0816

白田　進悟114019

TEL 093-282-0711

（有）アポロ燃機工業 10,000 －4008有法

建１管１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１１－７〒811-4236

和田　剛志114020

TEL 092-231-2950

明松電工（株） 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区博多駅前４－２３－２８〒812-0011

明松　貴114021

TEL 092-513-8855

（有）原外装工業 3,000 －4011無法

タ１
福岡県春日市一の谷３－１８－２〒816-0852

原　和寿114022

TEL 092-558-2108

（株）オネスト 6,000 －4001無法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１解１
福岡県福岡市南区的場１－１４－８〒811-1314

山本　忠亮114023

TEL 0944-85-0265

浦建設（株） 5,000 －4003無法

土１と１
福岡県みやま市高田町南新開７４〒839-0205

浦　秀樹114024

TEL 0930-33-2699

アローズコーポレーション（株） 3,000 －4005無法

建１管１解１
福岡県京都郡みやこ町豊津７５４－１０〒824-0121

原田　和博114025

TEL 092-210-1682

（株）田中工業 5,000 －4001無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区野方４－２５－３〒819-0043

田中　芳和114026

TEL 092-332-8520

（株）糸島工業 5,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県糸島市二丈武８２６番地２〒819-1616

永田　政雄114027

TEL 092-210-8122

ハーヴェスト空調 －4001無個

管１
福岡県福岡市南区中尾２－４７－１３〒811-1364

斉藤　秀隆114028

TEL 092-582-0498

（株）山川電設 5,000 －4011無法

電１
福岡県大野城市下大利３－１０－６〒816-0952

山川　義弘114029

TEL 092-558-1203

（合）ＲＯＣＫＷＥＬＬ 1,000 －4001有法

筋１
福岡県福岡市南区横手１－１３－１４－１０４〒811-1311

岩井　智子114030

TEL 092-925-0512

サクラ防水（株） 5,000 －4011無法

塗１防１
福岡県筑紫野市天拝坂２－１－２〒818-0053

櫻谷　陽一114031



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1532頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0946-24-3443

（株）原口建設 5,000 －4006有法

土１と１舗１解１
福岡県朝倉市三奈木２７８９－７〒838-0023

原口　祐也114032

TEL 0946-28-7318

（株）令和プラント 500 －4006無法

機１
福岡県朝倉郡筑前町高田２５２９－７〒838-0814

田中　健太郎114033

TEL 0946-62-0784

龍野興業 －4006無個

土１
福岡県朝倉市杷木星丸４３０〒838-1504

熊谷　眞一郎114034

TEL 0947-22-3105

田島建築 －4009無個

土１建１と１
福岡県田川郡福智町弁城１４４０〒822-1212

田島　宗雄114035

TEL 092-714-70010

（株）シェルフアソシエイツ 36,500 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区赤坂１－１４－２２－４Ｆ〒810-0042

坂口　敬司114036

TEL 092-338-8117

（株）優美装グループ 1,000 －4001無法

塗１
福岡県糸島市曽根４２０－４〒819-1124

瀬在丸　周策114037

TEL 092-673-0575

福清工 －4001無個

左１
福岡県福岡市東区香椎４－３－２２－１０６〒813-0011

水永　清治114038

TEL 0943-22-2559

田中建設 －4007無個

建１
福岡県八女市立花町北山４１２－１〒834-0085

田中　幸博114039

TEL 0942-64-9427

松浦技建（株） 3,000 －4002無法

具１
福岡県久留米市宮ノ陣５－４－２９〒839-0801

松浦　祥久114040

TEL 0942-65-3303

（株）成桜電設工業 8,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市山川追分１－２－２８〒839-0814

江﨑　翔太114041

TEL 0942-80-1414

タイズ －4002有個

解１
福岡県久留米市荒木町荒木１８４７－８〒830-0063

北島　雄貴114042

TEL 0942-22-7139

西川建設 －4002無個

建１大１
福岡県久留米市上津町１３８６－８８〒830-0052

西川　優蔵114043

TEL 092-807-6119

（有）結城工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区横浜３－２６－１８〒819-0366

結城　賢仁114044



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1533頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-707-6107

Ｒｅｓｐｅｃｔｗｏｒｋｆｉｅｌｄ －4001無個

建１大１
福岡県福岡市早良区小田部２－１２－５〒814-0032

松本　健一郎114045

TEL 092-803-0234

（株）正建 5,000 －4001無法

と１園１
福岡県福岡市早良区大字石釡１５０６－４〒811-1132

山口　正114046

TEL 092-834-6631

幸福工業 －4001無個

と１
福岡県福岡市西区野方７－９３８－１１〒819-0043

髙﨑　崇弘114047

TEL 092-692-2911

（株）Ｔｕｒｎｉｎｇ　Ｐｏｉｎｔ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区舞松原２－１０－７－１Ｆ〒813-0042

中田　大将114048

TEL 093-618-1439

（株）伸和建設 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区真名子２－６－３〒807-1144

野見山　良介114049

TEL 093-522-5050

（株）アイキューブデジタル 350,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉北区米町２－１－２１〒802-0003

竹原　正治114050

TEL 092-593-5775

（有）コマーシャルアート 9,500 －4001無法

建１鋼１内１
福岡県福岡市南区横手２－１１－７〒811-1311

永田　周三114052

TEL 092-403-0780

（株）ピュアワン建築工房 1,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市片縄北１－３－２６〒811-1203

萩野　純一114053

TEL 092-558-7487

アトリエキノト（同） 2,110 －4011無法

大１
福岡県大野城市御笠川１－６－１２〒816-0912

加藤　宗史114054

TEL 092-776-0856

（株）ＧＣＫ 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県福岡市南区弥永４－４－２６－３０１〒811-1323

熊野　源士郎114055

TEL 092-710-3104

（株）悠工 5,000 －4011無法

左１
福岡県那珂川市今光３－２２０－１〒811-1211

白水　祐二114056

TEL 093-777-9793

生和工業（株） 3,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市小倉南区志井６－２７－１０－４０５〒802-0985

杉元　和生114057

TEL 093-473-5422

（株）エス・テック 5,000 －4008無法

と１鋼１機１
福岡県北九州市小倉南区東貫２－２１－１２〒800-0224

末武　丈資114058



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1534頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0944-72-9776

中島組 －4003無個

土１と１舗１水１
福岡県柳川市弥四郎町１７４－２〒832-0057

中島　孝則114059

TEL 0949-42-1551

（株）立花工業 5,000 －4004無法

板１
福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２５０４－４〒807-1305

立花　猛114060

TEL 093-331-7070

九州エンジニアリング（株） 25,000 －4008有法

と１管１機１
福岡県北九州市門司区本町１－１７三立ビル３階〒801-0834

柳井　久則114061

TEL 093-591-2530

一般財団法人西日本産業衛生会 28,902 －4008有法

建１内１
福岡県北九州市小倉北区室町３－１－２〒803-0812

長竹　美義114062

TEL 092-865-0127

加藤防水工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市城南区南片江１－２０－２６〒814-0143

加藤　英久114063

TEL 092-753-7931

（株）アーバンレジデンシャル 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区大名２－８－１７〒810-0041

西川　徹114064

TEL 092-432-8507

（株）Ｇｒｅｅｎ　ｐｒｏｐ 20,000 －4001有法

と１
福岡県福岡市博多区博多駅南２－３－１－１〒812-0016

川添　克子114065

TEL 092-287-9564

（株）至誠テクノ 5,000 －4001有法

土１と１舗１
福岡県福岡市博多区中洲５－３－８アクア博多５階〒810-0801

冨田　健二114066

TEL 092-710-1008

（株）Ｙ・Ｋクリエイト 5,000 －4011無法

電１
福岡県那珂川市中原４－８１〒811-1213

木村　洋平114067

TEL 092-503-9377

（有）インテリアメタル 3,000 －4011有法

板１
福岡県大野城市御笠川１－２－２〒816-0912

大庭　輝己114069

TEL 092-241-8934

（株）祐栄工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区千早１－２９－１２－２０３〒813-0044

平野　健二114070

TEL 050-1456-9823

（株）晟宝 3,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県田川市大字弓削田３７０－１０〒826-0041

手島　伸114071

TEL 0947-44-6578

村上組 －4009無個

左１
福岡県田川市大字川宮２０４－１０〒826-0042

村上　隆弘114072



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1535頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-45-0103

（株）あかね開発 5,000 －4009無法

土１園１
福岡県田川市大字猪国２９６１〒826-0045

緒方　睦美114073

TEL 093-482-3972

井上塗装店 －4005無個

塗１
福岡県京都郡苅田町幸町１４－１０〒800-0314

井上　栄治114074

TEL 0943-22-9539

日本ミドリ企画（株） 3,000 －4007無法

土１と１石１舗１
福岡県八女市高塚１３１〒834-0034

中島　恭佑114075

TEL 092-834-4304

ＲＥＩＷＡ弱電開発 －4001無個

通１消１
福岡県福岡市城南区片江２－１－２２－１０５〒814-0142

福田　誠一114076

TEL 092-554-2332

（株）リノリビング 5,000 －4001有法

建１大１屋１内１
福岡県福岡市南区向野１－３－１６〒815-0035

末竹　泰典114077

TEL 092-519-8240

ワイズ －4001無個

内１
福岡県福岡市西区福岡市西区室見が丘３－６－１０〒819-0030

山本　忠114078

TEL 092-932-2277

（株）粕屋ダクト工業 5,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵１０７０－２－１０３〒811-2113

京極　守114079

TEL 092-609-9752

プラネオ（株） 5,000 －4001有法

電１機１
福岡県古賀市小竹１０９－４〒811-3135

村上　隆史114080

TEL 092-231-8324

（株）２４Ｃｅ 5,000 －4001無法

大１塗１内１
福岡県福岡市東区多の津４－１４－３０〒813-0034

松尾　剛志114081

TEL 092-627-3009

（株）寿由建設 40,000 －4001無法

土２建２と２鋼２舗２水２解２
福岡県福岡市東区多の津４－１１－１９〒813-0034

岡本　昌和114082

TEL 092-410-7121

（株）ゆうプランニング 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県古賀市美明１－３－６〒811-3107

竹政　幸司114083

TEL 093-981-4144

（株）ＳＩＮＥＩ 1,000 －4008有法

土１と１舗１
福岡県遠賀郡水巻町伊左座５－２－６－３〒807-0056

佐藤　李菜114084

TEL 093-741-3133

（株）小野産業 3,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市若松区大字安屋７７５－１〒808-0124

小野　敏子114085
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令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1536頁

福岡県
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TEL 093-981-8668

ノムラ興産（株） 5,000 －4008無法

と１絶１
福岡県北九州市若松区青葉台西１－２－７〒808-0143

野村　太志114086

TEL 093-982-1163

（株）森工業 5,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市小倉南区津田新町２－５－１〒800-0227

森　竜二114087

TEL 0979-84-7008

（有）光栄建設 3,000 －4005無法

土１建１
福岡県築上郡上毛町大字下唐原２１４８－３１〒871-0923

松田　雄吉114088

TEL 0949-52-0660

（株）ｏｎ　ｈｅａｒｔｓ 5,000 －4004無法

電１
福岡県宮若市金丸２２７－５〒822-0111

吉岡　康太114089

TEL 0949-22-2374

（有）宮部電気商会 4,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字知古７７６－２〒822-0022

宮部　剛114090

TEL 0948-65-3426

豊栄電工社 －4010無個

電１消１
福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈３４－１０〒820-0609

豊永　正則114091

TEL 092-924-1492

巣山造園 －4011有個

園１
福岡県太宰府市青葉台４－１４－１９〒818-0137

巣山　純一114092

TEL 092-952-3867

栁竹電気 －4011無個

電１
福岡県那珂川市片縄９－７－１〒811-1201

栁竹　竜徳114093

TEL 0944-87-5231

（株）前田建具製作所 5,000 －4003無法

建１大１屋１タ１内１具１
福岡県大川市大字向島２０１４－６〒831-0005

前田　英治114095

TEL 093-967-0432

（株）祥建 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区大字石原町２６２－１〒802-0838

中川　康平114096

TEL 093-618-8907

ケイデン －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区岩﨑４－７－２０〒807-1153

石井　克典114097

TEL 093-471-6007

八杉設備工業 －4008無個

土１と１管１水１消１
福岡県北九州市小倉南区下貫２－３－３〒800-0236

八杉　高史114098

TEL 093-245-5713

松尾工業（株） 3,000 －4008無法

管１
福岡県中間市土手之内１－３３－３〒809-0033

松尾　則夫114099
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福岡県
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TEL 0942-23-4700

ヒナタ建設 －4002無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市北野町中２５９２〒830-1113

宮﨑　亮次114100

TEL 092-781-2299

（株）Ｙ・Ｋ・Ｋカンパニー 2,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市中央区荒津２－１－７〒810-0076

八島　勝英114101

TEL 092-611-6848

（株）たくみ 10,000 －4001無法

建１塗１
福岡県福岡市東区松島２－１１－４１〒812-0062

有冨　耕二114102

TEL 092-791-7306

藤山塗装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市城南区長尾２－１－３３〒814-0123

藤山　正尚114103

TEL 092-407-7580

（株）和ビルデングスコーポレーション 10,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区野方４－１５－１４〒819-0043

原田　トモ子114104

TEL 092-929-5859

古川断熱 －4011無個

絶１
福岡県筑紫野市大字俗明院１５８－５１５〒818-0067

古川　智之114105

TEL 092-921-4666

（株）Ｋ＆Ｋ 600 －4011無法

管１
福岡県筑紫野市永岡７５３－１〒818-0066

國崎　勝114106

TEL 092-562-6055

（株）友健開発 5,000 －4011有法

土１
福岡県大野城市中２－１１－５１－２０２〒816-0906

尾田　健114107

TEL 093-671-7827

（株）ソルネット 240,000 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市八幡東区中央２－８－１３〒805-0019

藤岡　英二114108

TEL 093-776-5322

（株）建光 2,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡水巻町二東３－１２－５〒807-0054

小松　利光114109

TEL 093-283-3566

（有）宗岡工業 3,000 －4008無法

屋１タ１
福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山１３３３－１〒811-4212

宗岡　憲治114110

TEL 093-244-8846

川端工業（株） 1,000 －4008無法

と１
福岡県中間市中間３－８－１１〒809-0034

川端　万人114111

TEL 093-511-3666

（株）石川興産 40,000 －4008有法

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
福岡県北九州市小倉北区須賀町２１－１－２０７〒802-0034

石川　公一114112
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福岡県
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TEL 093-962-2882

（株）堤建装 3,000 －4008有法

塗１
福岡県北九州市小倉南区下石田２－８－３０〒802-0832

堤　誠114113

TEL 093-863-0101

石川工業（株） 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県遠賀郡水巻町古賀１－２－２８〒807-0012

石川　一彦114114

TEL 093-967-7599

（株）日本ライフソリューション 5,000 －4008無法

屋１塗１
福岡県北九州市小倉南区横代北町１－６－１〒802-0821

尾木　譲司114115

TEL 0944-85-9209

（株）勝建 5,000 －4003無法

土１建１大１左１と１塗１防１解１
福岡県柳川市大和町栄１４６７－５〒839-0252

田中　健太郎114116

TEL 0944-87-3622

Ｏ・Ｋ・Ｅ倉重電気（株） 3,000 －4003無法

電１
福岡県大川市大字下白垣６６２〒831-0011

倉重　活彦114117

TEL 092-402-3501

（株）クリスピー 5,000 －4001無法

解１
福岡県福岡市東区松島４－４－３７〒813-0062

妹尾　栄子114118

TEL 092-557-2755

（株）スタイル 2,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市南区三宅３－３４－２２－５０５〒811-1344

橋本　裕二114119

TEL 092-515-5734

（株）エムティ 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区今宿駅前１－１０－２８　グランメゾン九大学研都市２０１号〒819-0168

益田　春香114120

TEL 092-400-5323

（合）毘ｔａｓｋ 6,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区友丘３－９－４３〒814-0112

扇　勝広114121

TEL 092-791-8553

（株）ブランギア 50,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市中央区大名１丁目９－２４　ＭｏｔｈｅｒｈｏｕｓｅＤＡＩＭＹＯ　３Ｆ〒810-0041

香田　大介114122

TEL 092-948-9467

（株）エスティスチール 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾中４７３－１〒811-2413

吉田　恒彦114123

TEL 092-707-7726

（株）イシタカ 7,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市西区拾六町５－１１－３８〒819-0041

石橋　泰弘114124

TEL 092-922-7828

いしうち造園 －4011有個

園１
福岡県筑紫野市上古賀３－６－１〒818-0041

石内　靖広114125
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TEL 0948-43-3333

（株）久恒組 1,000 －4010無法

大１と１解１
福岡県飯塚市庄司６２６－１〒820-0051

久恒　修幸114126

TEL 0948-52-3825

ＳｈｉｎｅＢｉｚ（株） 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市西町７－２３〒820-0043

白谷　明男114127

TEL 093-434-5222

多田羅建設 －4005無個

大１
福岡県京都郡苅田町富久町１－２７－１１〒800-0352

多田羅　信弥114128

TEL 0942-33-3230

杠建設（株） 5,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市大石町５８２－２〒830-0049

三瀬　恵美子114129

TEL 0942-38-6676

（株）小島工業 5,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市津福本町７８６番地４３〒830-0047

小島　孝義114130

TEL 0942-43-6660

（株）九州心塗 5,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市山川追分１－５－１６〒839-0814

岡畑　健太114131

TEL 092-710-3797

（株）ｓｉｎｋ　ｏｒ　ｓｗｉｍ 5,000 －4001有法

建１通１
福岡県福岡市南区屋形原１－５－３－１〒811-1351

渡辺　鉄也114132

TEL 092-555-3366

（株）イニシアティブプラン 20,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区野間４－２４－３〒815-0041

上野　浩一114133

TEL 092-406-8246

（有）フィールドワン 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区平尾２－１２－８〒810-0014

田口　真寿美114134

TEL 092-710-9352

（株）ＭＳＥ 5,000 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘１－１４－１〒811-2106

宮田　聡114135

TEL 092-406-8897

リバンク（株） 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区赤坂３－１３－２－１Ｃ〒810-0042

山田　良太114136

TEL 092-332-2365

（株）重松設備工業 5,000 －4001無法

土１管１水１
福岡県糸島市志登５０６－２〒819-1106

重松　美希114137

TEL 092-791-8835

アーキ・フレックス（株） 2,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市中央区高砂２－１４－３〒810-0011

国友　武士114138
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TEL 092-432-7604

（株）ピーマック 10,000 －4001無法

機１
福岡県福岡市博多区博多駅南１－１５－２２シノケン博多ビル６階〒812-0016

梁瀬　敦之114139

TEL 092-776-3947

（株）モリモト 5,000 －4001無法

建１大１内１
福岡県福岡市博多区祇園町８－１２ロータリー大和９２７〒812-0038

森本　凱大114140

TEL 092-942-3511

（株）西部技研ＤＲエンジニアリング 21,000 －4001有法

管１
福岡県古賀市青栁３１０８－４〒811-3134

喜田　桂祐114141

TEL 0947-28-3471

（株）コントラクト 2,000 －4009無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県田川郡福智町赤池３０５－３２〒822-1101

福原　俊雄114142

TEL 0946-23-8233

（株）武内工業 1,000 －4006無法

と１
福岡県朝倉市杷木久喜宮１９８２－１３〒838-1514

武内　祐二114143

TEL 093-612-6552

熊谷鉄筋 －4008無個

筋１
福岡県北九州市八幡西区町上津役西２－１１－１８〒807-0074

熊谷　豊行114144

TEL 0940-39-3492

（株）クラフト 5,000 －4008無法

建１
福岡県福津市津屋崎４－４－１－１０２〒811-3304

江口　雅敏114145

TEL 093-481-8887

（株）考城ＯＰＥＲＥＸ 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市門司区吉志２－１４－１９〒800-0114

長野　考浩114146

TEL 0942-43-1768

（株）辻水道工事 5,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市東合川町４０３－２〒839-0807

　　重則114147

TEL 092-483-3737

（株）コムテント 10,000 －4001有法

建１と１内１
福岡県福岡市博多区榎田２－８－８〒812-0004

久保川　寛114148

TEL 093-883-7070

（株）佐喜 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－１８－１０〒806-0047

佐々木　健一114149

TEL 093-982-4280

ＴＲＩＳＥ（株） 3,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市小倉南区長野本町１－１－２５〒812-0041

河本　安明114150

TEL 093-451-1916

ＳＵＳＵＫＩ工務店 －4008無個

大１
福岡県北九州市小倉南区志井６８４－３〒802-0985

薄　亮介114151
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TEL 093-953-7821

米田鉄筋工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉北区吉野町５－２６－２０１〒802-0085

米田　淳114152

TEL 093-533-2001

（株）朝日工芸社 10,000 －4008有法

と１内１
福岡県北九州市小倉北区末広２－３－２５〒802-0012

上岡　設二114153

TEL 093-522-6570

（株）ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ 702,720 －4008有法

電１通１
福岡県北九州市小倉北区米町２－１－２１〒802-0003

遠藤　直人114154

TEL 093-647-2671

（株）トラストテック 5,000 －4008無法

電１通１
福岡県北九州市若松区西天神町１５－９〒808-0101

星野　勝也114155

TEL 092-403-5988

（株）真栄技研工業 3,000 －4011有法

管１
福岡県筑紫野市大字山家２７９３ー６〒818-0003

町田　敏隆114156

TEL 092-410-2771

（株）ＲＹＯ 1,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市大野城市中３－１－４３〒816-0906

純浦　友美114157

TEL 0947-23-0655

平成産業（株） 3,000 －4009無法

建１防１
福岡県田川市大字位登１２６３－５〒826-0044

﨑田　優希114158

TEL 0949-35-3504

髙良建設 －4004無個

鋼１
福岡県直方市大字頓野１０６１－１〒822-0002

髙良　優114159

TEL 0948-23-0617

（株）植光園 5,000 －4010無法

土１園１
福岡県飯塚市上三緒８０５〒820-0013

白神　光仁114160

TEL 0943-72-3538

ハシモトテック（株） 3,000 －4002無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市田主丸町田主丸６４４番地１〒839-1233

橋本　和久114161

TEL 0942-27-7392

（株）初村商会 2,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋１１０６〒830-1225

初村　拓朗114162

TEL 0948-22-7021

（有）イリエ鉄建 5,000 －4010無法

筋１
福岡県飯塚市南尾１５０〒820-0072

井上　貞夫114163

TEL 092-738-8433

（株）ユニバーサルリンクス 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区大名２－８－１８－３０６〒810-0041

鈴木　俊之114164
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TEL 092-776-0020

（株）青葉 5,550 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区みどりが丘３－１－２６〒813-0021

齊藤　真吾114165

TEL 092-981-1960

坂本興業 －4001無個

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
福岡県福岡市早良区有田５－２８－９〒814-0033

坂本　安市114166

TEL 092-211-1127

ミソラホーム（株） 9,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市南区桧原６－６－１３〒811-1356

田中　健児114167

TEL 092-518-4738

（株）翔電テクノス 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区香椎駅東２－８－１０－２〒813-0012

三宅　修平114168

TEL 092-410-4800

（株）Ｙ．Ｓ 1,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区西戸崎３－５－１５〒811-0321

佐々木　芳弘114169

TEL 0942-27-6143

（株）ＤＧＳシステムズ 5,000 －4002有法

電１
福岡県久留米市山川追分一丁目４番７〒839-0863

出口　正太114170

TEL 0944-43-3993

（株）セイワ技建 5,000 －4003無法

建１と１
福岡県大牟田市浜田町１－２〒836-0026

清家　大志郎114171

TEL 092-585-6551

プラウドシステム（株） 100 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区南八幡町２－７－２〒812-0886

平岩　宏一114172

TEL 093-616-2886

トータルサポートＺＥＲＯ（株） 1,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町５－６－１０〒807-0845

坪根　豪優114173

TEL 093-473-9766

（有）前田建装 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区上吉田５－２２－１８〒800-0201

前田　照彦114174

TEL 093-883-8949

（株）誠和技工 1,000 －4008無法

鋼１
福岡県北九州市八幡西区松寿山３－１－１４〒807-0855

坂上　一彦114175

TEL 092-287-5281

（株）一電気 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区柏原１－４３－９〒811-1356

西村　亮一114176

TEL 092-710-8589

（株）齊藤設備 1,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡新宮町大字新宮２６１－３〒811-0115

齊藤　勇志114177
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TEL 092-710-8122

栄翔建設（株） 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡宇美町若草３－２６３０－１〒811-2124

白石　知久114178

TEL 092-932-3119

（有）大成管工 5,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳２－１４－１３〒811-2127

藤木　良輔114179

TEL 0930-52-2507

京築建設 －4005有個

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県築上郡築上町大字築城９０５－１〒829-0102

川田　優一114180

TEL 0944-85-0991

（株）柳川建設 1,000 －4003無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県大牟田市港町９－１０　Ｎビル３Ｆ〒836-0022

山田　清勝114181

TEL 093-246-0301

（株）三幸 1,000 －4008無法

電１通１
福岡県中間市七重町１２－４１〒809-0027

宮井　雄一114182

TEL 093-961-0635

末光空調 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区守垣４－９－１３〒802-0972

末光　泰彦114183

TEL 0943-72-2486

田中光生園 －4002有個

土１園１
福岡県久留米市田主丸町野田１１２７－２〒839-1231

田中　真一郎114184

TEL 0942-30-8121

安心住宅（株） 18,000 －4002有法

建１
福岡県久留米市長門石３－１－５８〒830-0027

原　瑞栄114185

TEL 0944-85-7836

翔誠工業（株） 5,000 －4003無法

と１解１
福岡県大牟田市大字田隈５１３－７〒837-0916

久津輪　誠114186

TEL 092-576-9522

（株）ＮＥＸＴ 5,000 －4011有法

建１
福岡県春日市上白水１－３８－２０２〒816-0844

平原　一114187

TEL 092-776-4524

瓦建拓工業（株） 1,000 －4001無法

屋１
福岡県糟屋郡宇美町宇美東１－３－３〒811-2125

中島　拓水114188

TEL 0979-72-2733

（有）笹原鐵工所 5,000 －4005無法

建１機１
福岡県築上郡上毛町大字垂水９２１－４〒871-0913

笹原　元二114189

TEL 092-558-6258

（株）ヒグチ建装 9,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市南区弥永５－９－１〒811-1323

樋口　弘樹114190
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TEL 093-863-0235

（株）ラインテック 5,000 －4008無法

鋼１消１
福岡県遠賀郡芦屋町正門町７－１６－３０２〒807-0112

江戸　直樹114191

TEL 093-982-4468
ｓｙｕ
（株）ｓｍｉｌｅ　ｆａｃｔｏｒｙ　ｋｙｕ 1,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市小倉北区黒住町１１－２５〒802-0056

松尾　勇114192

TEL 0948-20-6026

（株）ツシマ嘉麻 8,000 －4010有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県嘉麻市上山田５３１－２６〒821-0012

松尾　栄一郎114193

TEL 092-517-1950

本田鉄筋 －4001無個

筋１
福岡県福岡市南区警弥郷１－３２－４〒811-1324

本田　一男114194

TEL 0942-44-5514

（株）近藤工業 5,000 －4002無法

土１と１舗１
福岡県久留米市山川町１３４－５〒839-0817

近藤　勝也114196

TEL 093-953-6377

（株）ＡＣＴＩＯＮ 1,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区江南町５－１４－１０２〒802-0083

鶴　邦明114197

TEL 093-962-7930

誠工業 －4008無個

鋼１
福岡県北九州市小倉南区横代北町２－２１－６２〒802-0821

太田　誠114198

TEL 092-410-5649

（株）クシタニ電気 500 －4001無法

電１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘４－２２－４６〒813-0003

櫛谷　清美114199

TEL 092-834-6435

（株）武市商会 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区干隈５－２７－１０〒814-0163

奥田　雅寿114200

TEL 092-409-9868

（株）Ｚ－ＰＲＯＴＥＣＴ 1,000 －4001無法

土１と１舗１水１解１
福岡県福岡市東区多の津４－１１－１９〒813-0034

岡本　涼花114201

TEL 092-771-2525

ＴＯＫＥＮプラント（株） 2,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市中央区港２－４－２－１Ｆ〒810-0075

首藤　謙吾114202

TEL 0943-23-4794

樋口建設 －4007有個

建１
福岡県八女市本１３００－４〒834-0015

樋口　正也114203

TEL 0948-42-0030

ＢＳたまおき（株） 1,000 －4010有法

内１
福岡県嘉麻市漆生２２１５－１〒820-0201

𣜿　善之114204
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TEL 092-558-1306

（株）福岡リフレ工業 5,000 －4011無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県大野城市錦町４－１－８５〒816-0935

中野　浩文114205

TEL 092-983-8388

ワイ建工業（株） 8,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県糟屋郡志免町王子３－１７－２２〒811-2209

内藤　あゆみ114206

TEL 092-519-1348

イー・エム電設（株） 2,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区次郎丸５－１１－５６－１００４〒814-0165

前川　陽介114207

TEL 092-408-3295

（株）中村電設 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区渡辺通り２－９－１６〒810-0004

中村　圭114208

TEL 092-883-6387

（株）サン・テクノ 500 －4001有法

管１
福岡県福岡市西区西の丘２－３－１－４４１〒819-0046

見ノ木　茂114209

TEL 092-621-0061

（有）三好設備 3,000 －4001無法

機１
福岡県糟屋郡粕屋町内橋東３－４－１〒811-2320

三好　幸太114210

TEL 092-233-4019

日健工業 －4001無個

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市西区今宿青木１０５９－５１〒819-0162

前田　浩孝114211

TEL 092-526-8252

（株）Ｊ－ＮＥＸＴ 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区平和２－１６－２７〒815-0071

陣内　秀太郎114212

TEL 092-287-7874

福田工業（株） 5,000 －4001無法

と１防１
福岡県福岡市西区今宿青木７８１－５〒819-0162

福田　秀明114213

TEL 093-618-3392

西川建装（有） 3,000 －4008有法

塗１
福岡県北九州市八幡西区馬場山東２－１０－１４〒807-1131

西川　茂男114214

TEL 093-692-2119

（株）ムラカミ 3,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市八幡西区大字則松３９８〒807-0831

村上　敦基114215

TEL 0942-52-9121

（株）新屋硝子アルミセンター 20,000 －4007無法

ガ１具１
福岡県八女郡広川町大字一条１２１３－２〒834-0122

堤　幸子114216

TEL 092-588-3344

（株）プラスＡＳＨ 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市南区警弥郷１－１０－１０　広田ビル１階〒811-1324

石橋　宏基114217
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TEL 0942-65-9654

文化設備（有） 3,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市荒木町白口１００２－１〒830-0062

古賀　俊博114218

TEL 0949-23-0847

（株）ＴＲＵＳＴ 1,000 －4004無法

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県直方市大字下境１５８３－１〒822-0007

尾川　輝近114219

TEL 092-408-7700

（株）クリエイト足場 5,000 －4011無法

と１
福岡県那珂川市上梶原１５４－１〒811-1223

稗田　亮一114220

TEL 092-558-6578

（株）タウンアート 10,000 －4011有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県大野城市仲畑２－３－４２〒816-0921

小田　直哉114221

TEL 093-581-8405

（有）Ｙ・Ｓ自動車 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉北区東港１－４－１４〒803-0802

清水　芳樹114222

TEL 093-932-9110

ＫＴＫプラント（株） 500 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－９－１２〒802-0804

藤野　千恵114223

TEL 093-287-4805

（株）桜輝工業 300 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区本城東１－１４－１０－７０２〒807-0815

波多　祐史114224

TEL 0942-64-5227

謙信（株） 5,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市三潴町三潴４１１－１〒830-0103

井手　謙太114225

TEL 0944-32-9907

工野鉄筋工業 －4003無個

筋１
福岡県大牟田市中白川町２－７１〒837-0927

工野　秀和114226

TEL 0944-32-0233

広和建設（株） 5,000 －4003無法

土１と１舗１水１解１
福岡県三潴郡大木町大字三八松１９８９－１〒830-0424

広松　和幸114227

TEL 0947-22-0366

（有）池田商会 3,000 －4009有法

管１
福岡県田川郡福智町金田６６０－３〒822-1201

池田　昇114228

TEL 0947-23-0753

池田鉄筋工業 －4009無個

筋１
福岡県田川郡福智町赤池３０５－１９〒822-1101

池田　樹伸114229

TEL 092-503-9545

（有）朝長設備 3,000 －4011無法

土１管１水１
福岡県大野城市大城２－２０－１２〒816-0911

朝長　保明114230
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TEL 092-555-8653

（株）七星創建 5,000 －4011無法

建１
福岡県那珂川市松木４－８－４〒811-1125

河本　幸樹114231

TEL 092-980-5619

（株）Ｄｃｏｍ 5,000 －4011無法

通１
福岡県大野城市仲畑２－１３－１オフィスパレア仲畑Ｘ１〒816-0921

小野　泰明114232

TEL 0930-25-7217

梅木工務店 －4005無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県行橋市大字矢留１２０３－８９〒824-0037

梅木　九州男114233

TEL 092-555-6970

（株）ＩＣ技建 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区三宅１－１３－１９〒811-1344

杉島　洋伸114234

TEL 093-931-3379

（有）野中防水 3,500 －4008無法

防１
福岡県北九州市小倉南区北方３－４９－１４〒802-0841

野中　順次114235

TEL 093-230-0317

宍戸工業 －4008無個

機１
福岡県北九州市小倉北区妙見町４－６３〒802-0041

宍戸　議一114236

TEL 093-701-4477

（株）ミライ施工 500 －4008無法

土１と１
福岡県遠賀郡水巻町下二東２－１１－１３〒807-0054

岸本　勇気114237

TEL 0949-28-8005

ゆたかスタイル －4004無個

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県直方市大字頓野１１９０－１５〒822-0002

豊田　啓介114238

TEL 0949-36-3112

平石組 －4004無個

左１
福岡県宮若市龍徳６９０〒823-0001

平石　一浩114239

TEL 092-931-5019

順德設備産業（株） 3,000 －4001有法

機１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒４８６〒811-2415

呂　順德114240

TEL 092-753-7916

（株）アークス工業 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市中央区薬院２－１２－１２－１２０１〒810-0022

大坪　秀行114241

TEL 092-452-0023

藤木商事（株） 30,000 －4001有法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－１２〒812-0016

藤木　博文114242

TEL 092-691-5111

宮浦庭園 －4001無個

園１
福岡県福岡市東区土井２－３５－１２〒813-0032

宮浦　貴志114243



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1548頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-883-8152

ナカムラ設備 －4001無個

管１
福岡県福岡市西区拾六町３－１５－３０〒819-0041

中村　哲男114244

TEL 092-707-6187

（株）Ｍｅｄｉｃａｌｄｅｓｉｇｎｌａｂｏ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区長尾５－１０－２２－１０１〒814-0123

松尾　裕史114245

TEL 093-293-1877

ＫＡＴＳＵＭＥＴＡＬ －4008無個

屋１板１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津５０４－３〒811-4341

勝葉　元基114246

TEL 093-321-1091

西建設 －4008無個

建１
福岡県北九州市門司区葛葉３－６－６〒800-0008

北﨑　英樹114247

TEL 0940-36-4075

（株）サンチャイルド 3,000 －4008有法

電１
福岡県宗像市日の里８－３－１９〒811-3425

檜垣　一114248

TEL 0943-45-0064

馬場建設 －4007無個

建１
福岡県八女市黒木町木屋４２０４－２〒834-1204

馬場　平章114249

TEL 092-593-8928

（株）樋口クレーン興業 1,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市仲畑１－１２－２０〒816-0921

樋口　政善114250

TEL 092-515-7302

（株）健匠 3,000 －4011無法

建１
福岡県大野城市白木原４－７－３４〒816-0943

林　健太郎114251

TEL 092-292-1290

（株）エネフィット 30,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区比恵町２－７〒812-0014

白濱　真伸114252

TEL 0940-72-7273

英建工（株） 5,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
福岡県宗像市自由ヶ丘７－１５－１〒811-4163

金子　直樹114253

TEL 093-246-4877

（有）後藤組 3,000 －4008無法

と１
福岡県中間市蓮花寺２－１１－５〒809-0014

後藤　竜114254

TEL 0930-26-7007

（株）櫻工務店 2,000 －4005無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県行橋市行事５－１０－１７〒824-0001

櫻井　久夫114255

TEL 093-701-9122

（株）ＭＫ機設 2,000 －4008有法

機１
福岡県北九州市若松区高須南２－１－１７〒808-0145

森　賢二114256



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1549頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0949-52-6262

匠創業 －4004無個

機１
福岡県直方市大字中泉１０１９－３〒822-0011

林田　徹114257

TEL 0944-51-0001

（株）九州パッキング製作所 20,000 －4003有法

と１
福岡県大牟田市四山町８０－３〒836-0067

兼行　民治郎114258

TEL 092-407-7370

（株）ドリッピー 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区南庄３－１３－１８〒814-0031

島本　由香利114260

TEL 092-534-5300

（有）サンズ 3,000 －4001有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市南区高宮３－２２－２５－１０１〒815-0083

中島　浩114261

TEL 092-982-0641

（株）遊設 3,000 －4001無法

土１管１
福岡県福岡市中央区平和３－１９－２３〒810-0016

菅沼　秀一114262

TEL 092-936-8310

百田建設 －4001無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１１５－１６１〒811-2221

百田　勇嘉114263

TEL 0942-46-7678

常誠通信（株） 3,000 －4002有法

通１
福岡県久留米市津福本町１６４４－１〒830-0047

西川　洋一114264

TEL 093-964-9911

サクラ・インド・ムリア（株） 15,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市小倉南区徳力１－３－２１〒802-0974

岡田　修114265

TEL 093-961-4880

力栄工業 －4008無個

大１と１タ１鋼１筋１解１
福岡県北九州市小倉南区横代南町５－２－３０〒802-0826

小清水　力也114266

TEL 093-474-7000

（株）アスタカ 5,000 －4008無法

屋１板１
福岡県北九州市小倉南区曽根新田北３－１２〒800-0219

松尾　茂樹114267

TEL 092-834-2510

（株）アイエス技建工業 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市西区西の丘２－１２－３〒819-0046

井上　正司114268

TEL 092-586-7003

アーツ工業（株） 1,000 －4011無法

防１
福岡県那珂川市中原６－１－２２〒811-1213

西田　昌之114269

TEL 092-584-1560

大祥建設（株） 30,000 －4001有法

建２と２塗２内２解２
福岡県福岡市博多区諸岡１－６－１〒812-0894

平城　重則114270



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1550頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-62-2664

タナカ住建 －4009無個

建１と１
福岡県田川郡赤村大字赤８５３－２〒824-0431

田中　幸成114271

TEL 0948-25-8611

（株）仁 5,000 －4010無法

と１
福岡県飯塚市本町１９－５５〒820-0042

荻野　賢輔114272

TEL 092-516-6131

（株）まつお 1,000 －4001無法

消１
福岡県福岡市中央区梅光園３－５－１－８０２〒815-0035

松尾　健一114273

TEL 092-523-6426

シンセイ電工 －4001無個

電１
福岡県福岡市南区平和１－２－１０－５０１〒815-0071

松尾　徳仁114274

TEL 092-622-5013

（株）松村シール 1,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市東区松島１－２９－６－６０６〒812-0062

松村　章二114275

TEL 0944-62-3446

（株）ティ・エフ・テック 5,000 －4003無法

と１
福岡県みやま市瀬高町下庄８６４－９〒835-0024

黒田　敏広114276

TEL 092-711-8571

林兼石油（株） 100,000 －4001有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県福岡市中央区渡辺通４－１０－１０〒810-0004

川口　和孝114277

TEL 093-962-4125

溝上海事（株） 4,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区横代東町３－２０－４〒802-0822

溝上　弘志114278

TEL 0947-82-5449

泰承工建 －4009無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県田川郡添田町大字添田３２９８－１〒824-0602

中村　泰藏114279

TEL 0930-42-2463

吉村組（株） 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県京都郡みやこ町犀川続命院６９１〒824-0303

吉村　正弘114280

TEL 092-584-4812

（合）ＭＡＳＡＫＡ 5,000 －4011無法

建１塗１防１内１
福岡県春日市泉２－１０４〒816-0853

吉武　勝巳114281

TEL 092-776-4170

ＴＫＣｏ．（株） 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市博多区金の隈１－３３－３０〒812-0863

加治屋　徹114282

TEL 092-586-6765

（株）黒木組 6,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２２－７Ｂ－２〒812-0863

黒木　龍也114283



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1551頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-62-2308

春本電気工事 －4009無個

電１
福岡県田川郡赤村大字内田１９００－３〒824-0432

春本　貴之114284

TEL 0949-52-6771

鉄新工業 －4004無個

筋１
福岡県直方市感田１８４０－２　フローラルハイム２－２０５〒822-0001

大野　茂春114285

TEL 093-293-2789

谷光組 －4008無個

大１
福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉２－５－１〒811-4322

谷光　明114286

TEL 093-701-5997

（株）Ｔ－ｓｔｙｌｅ 1,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１－６－１５〒807-0051

古里　環114287

TEL 092-326-6122

野田建設（株） 1,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糸島市二丈吉井３８１５－１６３〒819-1641

野田　宜臣114288

TEL 092-413-0586

（株）アセットデザインカンパニー 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２２－６〒812-0011

亀田　征吾114289

TEL 092-692-7598

（株）山口工務店 5,000 －4001無法

大１と１
福岡県糟屋郡新宮町立花口１０６４－１〒811-0102

山口　貴弘114290

TEL 092-406-7838

（株）共進工業 1,500 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区白金１－４－４〒810-0012

下川　和枝114291

TEL 092-892-8092

（株）ＴＮＫ 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市西区石丸１－８－１１〒819-0025

釣場　由紀114292

TEL 093-521-6932

（株）誠和エクラ 510 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区宇佐町１－１２－１５－２０１〒802-0016

嶋田　恵子114293

TEL 093-618-0799

プラスアルファ －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区星ケ丘２－１３－７〒807-1264

松崎　正114294

TEL 093-521-7838

（株）ＷＥＩＰ 3,000 －4008無法

と１防１
福岡県北九州市小倉北区小文字１－４－１２－１Ｆ〒802-0037

中根　秀道114295

TEL 092-624-6622

ファクトリー・ブロウ（株） 10,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市東区松田１－１－１１〒812-0064

藤　昌晃114296



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1552頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-565-5052

（有）工藤プラスチック製作所 5,000 －4001無法

鋼１
福岡県福岡市南区向新町２－１０－１２〒811-1345

工藤　祐嗣114297

TEL 093-235-0307

（株）江建 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉北区金田２－７－８〒803-0816

江上　鉄兵114298

TEL 0940-52-4414

（株）ヒラカワ技研 3,000 －4008無法

電１管１消１
福岡県福津市宮司ヶ丘２６－２〒811-3312

平川　幹夫114299

TEL 092-982-0100

（株）ファーストコール 5,000 －4011無法

管１
福岡県大野城市仲畑３－２－１０〒816-0921

宮崎　武人114300

TEL 0948-65-0292

原田工務店 －4010無個

建１
福岡県嘉穂郡桂川町大字豆田１１－５〒820-0603

原田　忠幸114301

TEL 093-434-6880

新栄トーヨー住器（株） 10,000 －4005無法

ガ１具１
福岡県京都郡苅田町若久町３－１８－４〒800-0302

中村　寛志114302

TEL 0979-33-7883

（株）大森工業 3,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１水１
福岡県築上郡吉富町大字今吉８３－２〒871-0822

大森　茂俊114303

TEL 093-233-8880

木村組 －4008無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市戸畑区中原西１－８－２２〒804-0011

木村　謙一114304

TEL 0947-44-6780

（株）池尻機設 3,000 －4009無法

機１
福岡県田川郡川崎町大字池尻１３４３〒827-0002

延塚　彰二114305

TEL 092-588-6216

西邦機工（株） 10,000 －4011有法

機１
福岡県大野城市仲畑１－１４－１４〒816-0921

門田　亮114306

TEL 092-517-6122

木村工業 －4011無個

タ１
福岡県大野城市筒井４－９－３〒816-0931

木村　洋114307

TEL 092-558-8331

（株）ＭＫＹ 1,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市若草３－２２－１４－２０２〒816-0981

村上　裕樹114308

TEL 0943-77-7663

（株）晶工業 3,000 －4002無法

土１と１
福岡県うきは市浮羽町東隈上３８－７〒839-1403

野上　晶114309
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TEL 093-931-0708

真美創グループ産業（株） 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区湯川４－１１－２５〒800-0257

吉岡　真也114310

TEL 0940-62-0351

宗像クレーン工業（株） 10,000 －4008無法

と１
福岡県宗像市田島８０〒811-3505

嶺　博文114311

TEL 092-400-0156

井手口シーリング －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区次郎丸５－１６－１３－３〒814-0165

井手口　省吾114312

TEL 092-834-4368

水町技建 －4001無個

と１
福岡県福岡市早良区内野３－１３－１４－２〒811-1123

水町　文人114313

TEL 092-801-3934

（有）山田康工業 3,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市早良区野芥７－４０－１７〒814-0171

山田　康則114314

TEL 092-566-0734

（有）榮進設備工業所 7,000 －4001有法

土１管１水１
福岡県福岡市南区柏原１－７－７〒811-1353

樋口　渥114315

TEL 092-882-2362

（株）天貴 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区下山門１－５－２３〒819-0052

大川　貴載114316

TEL 0948-42-1067

（株）令和 1,000 －4010無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県嘉麻市鴨生３６５－１〒820-0206

髙橋　恵理子114317

TEL 0947-46-2817

（株）久保田商工 1,000 －4009有法

管１
福岡県田川市日の出町４－３〒825-0012

久保田　慎一114318

TEL 092-710-1258

（株）ＭＩＮＡＭＩ 5,000 －4011無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県那珂川市中原２－１１７〒811-1213

南　広枝114319

TEL 092-985-0126

くまいえ創建 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区横手３－２１－４〒811-1311

熊家　昌弘114320

TEL 0947-26-4664

秋吉技建 －4009無個

内１
福岡県田川郡糸田町２３６５－６〒822-1300

秋吉　博之114321

TEL 0947-44-8585

杉本内装 －4009無個

内１
福岡県田川市糒２１１３－８〒825-0005

杉本　隆久114322
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TEL 092-643-9402

ＪＲ九州住宅（株） 100,000 －4001有法

建１と１屋１舗１塗１内１解１
福岡県福岡市博多区吉塚本町１３－１０９〒812-0046

島野　英明114323

TEL 092-405-1494

鬼塚防水興業 －4001無個

防１
福岡県糟屋郡粕屋町若宮２－１８－２０－２０５〒811-2314

鬼塚　昭徳114324

TEL 092-292-9625

（株）野田工業 1,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市博多区吉塚４－３－１８〒812-0041

野田　郁貴114325

TEL 092-874-5311

ディ・ベック（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市城南区七隈６－１８－４３〒814-0133

大﨑　識文114326

TEL 0942-27-6190

ジャパンエンジニアリング（株） 5,000 －4002無法

電１
福岡県小郡市小郡１５８１－１１〒838-0141

都甲　光俊114327

TEL 0944-85-8868

（株）堤鋼業 5,000 －4003無法

筋１
福岡県みやま市瀬高町下庄２２３５－１〒835-0024

堤　正太114328

TEL 093-614-1510

リフォーム三ヶ森 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町２－３－５〒807-0845

小島　大介114329

TEL 093-287-5426

古賀電気 －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区引野２－８－７〒806-0067

古賀　和幸114330

TEL 093-601-7787

（株）インプラス 2,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区本領４－６－３７〒807-0801

吉田　八起114331

TEL 093-293-6021

（株）鮎川電機 2,000 －4008無法

電１
福岡県遠賀郡遠賀町松の本６－９－５〒811-4305

鮎川　匡114332

TEL 0940-55-0957

モリモト建設 －4008無個

大１
福岡県宗像市自由ヶ丘７－１７－７〒811-4163

森本　忠文114333

TEL 093-621-2073

（有）三ツ石ゴム工業所 3,000 －4008有法

塗１
福岡県北九州市八幡西区夕原町７－９〒807-0813

石松　哲郎114334

TEL 093-965-5750

（株）オネスティ設備 1,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市小倉南区舞ケ丘３－８－５〒802-0823

大東　正和114335
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TEL 093-882-6000

（株）ウチダデンキ 10,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市戸畑区菅原３－１－９〒804-0044

内田　輝114336

TEL 093-293-5755

（株）電太郎 8,880 －4008有法

電１管１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津４１７〒811-4341

大場　真信114337

TEL 0944-52-2988

（資）大牟田銃砲火薬店 600 －4003有法

と１
福岡県大牟田市白金町２６〒836-0052

吉田　健一114339

TEL 092-431-0090

エクノス（株） 39,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市博多区山王２－２－１９〒812-0015

益田　博之114340

TEL 092-588-5900

（株）ＢＣＭ 3,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区竹丘町２－１－８〒812-0878

甲斐田　幸治114341

TEL 0946-24-6886

カイダ建設（株） 10,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県朝倉郡筑前町久光３０６－１〒838-0802

甲斐田　幸治114342

TEL 0947-45-7568

山本組 －4009無個

大１と１
福岡県田川市川宮７８０－１８〒826-0041

山本　良114343

TEL 092-591-4523

（有）モチダ産業 5,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市南区井尻２－２６－２１〒811-1302

持田　雅之114344

TEL 0942-48-0737

久冨工業 －4002有個

と１
福岡県久留米市草野町草野６１１〒839-0835

久冨　秀充114345

TEL 0942-26-8434

（株）クリアコーポレーション 5,000 －4002無法

管１
福岡県久留米市荒木町藤田１２２６－１７〒830-0064

緒方　賢一郎114346

TEL 0944-32-8567

ネクスト（株） 5,000 －4003有法

機１
福岡県大川市大字下木佐木１１４１－１〒831-0022

恒松　太郎114347

TEL 092-405-0657

（株）ＫＢＩ電機 1,000 －4001無法

土１と１鋼１
福岡県古賀市中央１－３－１－５〒811-3103

前原　勝美114348

TEL 093-533-2111

（株）髙橋環境建築設計 3,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市小倉北区神岳２－２－２１〒802-0045

髙橋　雅彦114349
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TEL 093-931-7501

葵産業（株） 10,000 －4008有法

タ１
福岡県北九州市小倉北区中島２－１－１〒802-0076

伊藤　雅生114350

TEL 093-701-7824

（株）九北工業 2,000 －4008無法

鋼１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津１６６８－３〒811-4341

山田　公平114351

TEL 093-961-1149

ＲＥＦ－ＡＩＲ －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区企救丘１－４－１５〒802-0981

尾﨑　洋司114352

TEL 0943-22-9091

カミクニ電機システム（株） 1,000 －4007無法

電１
福岡県八女市馬場４０８－４〒834-0023

上國料　勝114353

TEL 0942-62-2630

龍瑛工業 －4002無個

土１と１鋼１舗１し１塗１
福岡県久留米市城島町江上本６８５－１〒830-0214

龍　拡幸114354

TEL 0944-55-3726

（株）彌永鉄筋工業 3,000 －4003無法

筋１
福岡県大牟田市大字歴木６１９－４〒837-0924

彌永　勝志114355

TEL 0948-24-5800

（株）三英道路 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県飯塚市大日寺１４０２－１〒820-0046

長野　秀敏114356

TEL 0947-63-3800

ユウセイ －4009無個

土１建１と１鋼１舗１水１解１
福岡県田川郡大任町大字大行事２１１３－２〒824-0512

長藤　優太114357

TEL 092-953-2481

（株）ＳＹＵＫＩ 5,000 －4011無法

タ１
福岡県那珂川市今光８－４－３４〒811-1211

渡邊　清吾114358

TEL 092-953-2087

（株）エス・ジー工業福岡 2,000 －4011有法

筋１
福岡県那珂川市上梶原９２２－５〒811-1223

大江　裕114359

TEL 092-928-9271

（有）篠原電気設備 3,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市国分４－４－２０〒818-0132

篠原　一博114360

TEL 092-260-1091

（株）Ｋ＆Ｔ 2,000 －4001無法

具１
福岡県福岡市博多区西月隈３－３－６６〒812-0857

倉光　徹114361

TEL 092-776-8128

（株）古賀塗建 3,000 －4001無法

塗１防１
福岡県福岡市南区弥永３－１０－１７－１０２〒811-1323

古賀　直樹114362
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TEL 0944-85-8290

ＮＩＬＰＬＡＮ（株） 3,000 －4003無法

土１と１
福岡県柳川市大和町皿垣開１５９９〒839-0261

津村　剛114363

TEL 0947-23-0591

強和技建 －4009無個

内１
福岡県田川市魚町８－２９〒825-0014

和田　強114364

TEL 093-434-6577

（株）プレコ 10,000 －4005有法

と１
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－１〒800-0313

末中　辰郎114365

TEL 093-932-3567

（株）アネストミッション 3,000 －4008有法

電１管１
福岡県北九州市小倉南区下城野１－７－３〒802-0804

花田　慶孝114366

TEL 0940-62-2125

（株）ＧＡＭＰ 3,000 －4008無法

と１舗１園１
福岡県宗像市池田７１８－６６〒811-3515

泊　義哉114367

TEL 093-602-7005

（株）シンエツ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区本城東６－７－８〒807-0815

中村　弘幸114368

TEL 092-938-0595

（有）宮原塗装 3,000 －4001有法

塗１
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４－５－１〒811-2315

宮原　孝一郎114369

TEL 092-483-0232

（株）フロアーズ 10,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区半道橋２－６－４８〒812-0897

古川　嘉久114370

TEL 092-406-8380

（株）ＫＩＱＲＡＳ 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市中央区大手門３－１２－１２〒810-0074

青木　賢二114371

TEL 092-881-5598

坂本電気（株） 1,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市西区野方２－３３－２〒819-0043

坂本　衛114372

TEL 092-983-3020

（株）ＰＬＡＭ 3,500 －4001有法

建１
福岡県福岡市城南区梅林４－２９－２５〒814-0144

原田　達浩114373

TEL 092-519-8282

システム・アイ（株） 1,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市東区多の津５－１－８－６１０〒812-0034

岩永　幸雄114374

TEL 092-692-4114

（株）ＴＭプランニング 7,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡志免町南里７－７－３０〒811-2207

新井　省悟114375
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TEL 092-719-1948

勇進 －4001無個

機１
福岡県福岡市東区西戸崎５－１８－４９〒811-0321

秋田　勇士114376

TEL 092-686-8467

（株）ＬＥＧＬＩＳＳ 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１－３Ｆ〒812-0012

柴田　祥吾114377

TEL 092-534-3939

（有）ワイズ 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市中央区清川１－１２－５－３Ｆ〒810-0005

米倉　功二114378

TEL 092-410-4575

（株）ＴＯＵＲＩＮ 5,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵１００３－６〒810-2113

阿部　隆昌114379

TEL 092-707-7888

（株）東亜産業 330,000 －4001有法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
福岡県福岡市西区大字徳永１０８８－１２〒819-0375

深井　昭匡114380

TEL 092-707-7952

矢西（株） 20,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市早良区次郎丸６－１１－１４〒814-0165

内田　勝士114381

TEL 092-981-6470

真心水道設備（株） 1,000 －4011無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県那珂川市不入道２６２－８〒811-1231

古森　李奈114382

TEL 092-980-7330

長野建設 －4011無個

建１
福岡県春日市下白水北４－３０〒816-0854

長野　勝己114383

TEL 0942-55-5907

（株）オーデン電工 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市安武町武島６１７－９〒830-0071

緒方　健太郎114384

TEL 0942-72-9999

（株）陣内興業 2,000 －4002有法

土１と１石１舗１
福岡県小郡市二森１１１８－３０〒838-0126

陣内　悦視114385

TEL 092-332-8760

山空工業 －4001無個

管１
福岡県糸島市神在東５－２０－１〒819-1120

山口　高志114386

TEL 092-692-6833

エス機工 －4001無個

管１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵７８４－１７〒811-2113

鈴木　雄二114387

TEL 092-516-1725

インテリア作 －4001無個

内１
福岡県福岡市西区室見が丘２－１７－２〒819-0030

作増　公徳114388



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1559頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-516-7742

古賀防水 －4001無個

防１
福岡県福岡市東区雁の巣１－３２－８〒811-0206

古賀　結樹114389

TEL 092-834-5953

宮本建装 －4001無個

塗１
福岡県福岡市早良区田隈１－３４－２２〒814-0174

宮本　雄司114390

TEL 092-406-1156

（株）イーコムハウジング 2,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区今宿１－１－３１〒819-0167

北島　光太郎114391

TEL 093-571-9957

（株）丸伸 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区堅町２－４－５－１３０３〒803-0818

丸山　昌弘114392

TEL 093-777-0704

（株）よしむら工業 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉南区北方３－４７－２６〒802-0841

吉村　秀樹114393

TEL 0940-62-6773

（株）フラッグ 5,000 －4008無法

内１
福岡県宗像市公園通り３－２－２〒811-3516

峯　秀光114394

TEL 092-408-9784

ｐｌｕｓｌａｂｏ －4011有個

と１
福岡県那珂川市今光２－４２－１－Ｄ１０１〒811-1211

西　泰輔114395

TEL 050-1309-9431

（株）Ｌｉｎｋ 5,000 －4009有法

建１大１屋１内１
福岡県田川市大字奈良１７９７－３９６〒826-0043

白石　秀喜114396

TEL 0947-85-8875

井上工業 －4009無個

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県田川郡福智町赤池３３５－１８〒822-1101

井上　雅信114397

TEL 0943-72-4490

（株）技建高山 5,000 －4002無法

土１と１舗１し１水１
福岡県久留米市田主丸町似真恵２９７－３〒839-1223

高山　智昭114398

TEL 0944-53-7887

（株）太竹組 5,000 －4003無法

大１と１
福岡県大牟田市岬２８７７－２〒836-0002

大竹　理恵114399

TEL 092-775-1006

シオカワ仮設 －4001有個

と１
福岡県糟屋郡新宮町美咲２－４－１４〒811-0121

塩川　恭平114400

TEL 092-862-1186

（有）ナカ電器 10,000 －4001有法

電１管１
福岡県福岡市早良区飯倉７－２－６〒814-0161

中園　正嗣114401



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1560頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-482-1643

心明建設（株） 5,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県北九州市小倉北区片野４－９－１４〒802-0064

北村　秀一114402

TEL 093-482-9175

（株）ＫＺホーム 5,000 －4008無法

建１
福岡県遠賀郡水巻町伊左座１－４－１３〒807-0056

秀田　圭輔114403

TEL 093-583-9196

（株）Ａ．Ｏ 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区下到津２－５－２〒803-0846

和田　勇気114404

TEL 0944-86-8080

（株）ユーキ 3,000 －4003無法

屋１
福岡県大川市大字向島１１３７－１〒831-0005

宮崎　孝代114405

TEL 0948-22-1718

（株）トキワビル商会 50,960 －4010有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県飯塚市花瀬３２－１〒820-0045

斎藤　正宏114406

TEL 0948-26-0039

（株）桜総建 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市菰田西１－４－３２〒820-0017

平田　大輔114407

TEL 0946-23-9882

（株）アクト 1,800 －4006無法

と１
福岡県朝倉市三奈木２７０１－４〒838-0023

土山　晃一114408

TEL 092-572-4255

（株）山口電気 10,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市南区弥永４－８－１２〒811-1323

山口　敏彦114409

TEL 092-918-5050

（株）ＦＫ・コーポレーション 5,000 －4011無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県太宰府市通古賀１－４－２２〒818-0104

古川　智康114410

TEL 092-953-2236

ひかり空調サービス －4011無個

管１
福岡県那珂川市中原２－１２１－２０２〒811-1213

浜中　美智德114411

TEL 093-662-7730

（株）成清工務店 1,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市八幡東区大宮町８－７〒805-0003

成清　耕平114412

TEL 093-967-9545

三谷工業（株） 5,000 －4008無法

鋼１機１
福岡県北九州市八幡西区三郎丸３－２－１８－８０３〒802-0061

三谷　道雄114413

TEL 092-324-2238

末松住設 －4001無個

管１
福岡県糸島市泊１３９３－３〒819-1111

末松　信114414



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1561頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-406-7000

（株）九州ＧＭＣ 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市中央区今川１－２４－１１－３０３〒810-0054

合嶌　久男114415

TEL 0942-27-6146

ロードテクニカル（株） 1,000 －4007無法

土１と１舗１解１
福岡県筑後市大字長崎９９－３〒833-0042

古賀　誠114416

TEL 0948-82-0628

ＴＮＫｖｉｓｉｏｎ －4010無個

防１
福岡県飯塚市仁保３３７－１〒820-0115

田中　雄貴114417

TEL 092-926-5030

（株）石橋ステンレス 25,000 －4011有法

管１
福岡県筑紫野市大字山家２１０２－７〒818-0003

石橋　康徳114418

TEL 092-707-8844

（株）エスリンク 5,000 －4011無法

通１
福岡県大野城市御笠川２－１７－４〒816-0912

下向　栄司114419

TEL 092-404-0730

（株）ディーテック 1,000 －4011無法

電１管１消１
福岡県大野城市南ヶ丘２－１－２３〒816-0964

尾崎　大輔114420

TEL 0949-36-6777

（株）伸正 5,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字感田１１６４－３〒822-0001

江口　伸孝114421

TEL 0943-23-5722

川口板金工業 －4007無個

鋼１板１
福岡県八女市今福１０４６－９〒834-0061

川口　敏章114422

TEL 0979-22-0303

（株）莉建特殊 5,000 －4005無法

土１と１舗１
福岡県築上郡吉富町大字小祝５４６－１〒871-0801

楠木　慎也114423

TEL 092-517-4662

（株）崇建． 5,000 －4001無法

具１
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵３４６－５４〒811-2113

平塚　崇文114424

TEL 092-681-8681

（株）依葉工業 3,000 －4001無法

土１と１舗１解１
福岡県福岡市東区青葉７－６０－５６〒813-0025

中村　和幸114425

TEL 092-215-2024

西部エンジニア（株） 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区室見が丘３－６－１１〒819-0030

西　伸一郎114426

TEL 0943-73-1237

橋本植木 －4002有個

園１
福岡県久留米市田主丸町地徳２３８０－１〒839-1214

橋本　和広114427



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1562頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-80-6395

（株）優和建設 5,000 －4002無法

と１
福岡県久留米市山川町１４６３－６〒839-0817

近藤　卓也114428

TEL 0940-39-9133

リーディングテック（株） 1,000 －4008有法

と１
福岡県宗像市赤間５－１０－１－１０１〒811-4146

松本　朋治114429

TEL 093-883-8074

大輪建設工業 －4008有個

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－１２〒807-1145

五十嵐　亘114430

TEL 092-803-2173

マキ左官工業 －4001無個

左１
福岡県福岡市早良区重留２－１４－２５－１０１〒811-1101

牧園　倫明114431

TEL 092-565-5548

オクムラ創建 －4001無個

内１
福岡県福岡市城南区長尾４－３－１６〒814-0123

奥村　和宏114432

TEL 092-565-7425

（有）日本企画 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区柏原２－３－１〒811-1353

山邊　敏彦114433

TEL 092-600-1145

ＥＩＧ（合） 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市南区筑紫丘１－１２－１－１０８〒815-0036

山下　琢也114434

TEL 092-951-3066

（株）畑中土木 20,000 －4011無法

土２と２管１舗２水２解２
福岡県那珂川市片縄１０－１０－２〒811-1201

畑中　孝之114435

TEL 093-661-1115

東亜非破壊検査（株） 20,400 －4008有法

と２塗２
福岡県北九州市八幡東区山王１－１３－１５〒805-0017

中山　祥太郎114436

TEL 093-777-8067

（株）太田電設 1,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市八幡西区本城３－１－４３〒807-0801

太田　幸一114437

TEL 093-482-7575

（株）大安 20,000 －4008有法

鋼１
福岡県北九州市戸畑区牧山新町６－２２〒804-0054

川砂　久美子114438

TEL 093-952-4789

ＴＳＫ －4008無個

大１
福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３－１９－７〒802-0052

溝口　真樹央114439

TEL 093-883-9587

（株）ライズ 10,000 －4008有法

建１大１と１屋１タ１内１機１
福岡県北九州市八幡西区竹末１－４－１２－２０１〒806-0045

嶋津　健太114440



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1563頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0946-21-4114

（株）ＲＩＳＥ 3,000 －4006無法

塗１
福岡県朝倉市堤１２５６－４〒838-0062

鹿毛　大輔114441

TEL 0948-43-4657

（株）中村組 5,000 －4010無法

建１と１
福岡県嘉穂郡桂川町大字士師３６０７－２〒820-0607

中村　清一114442

TEL 0930-26-5110

山崎マシンテック（株） 1,000 －4005無法

機１
福岡県京都郡苅田町大字与原２０６４－２〒800-0323

幾田　誠泰114443

TEL 0979-64-6467

（株）アイファーネス 1,000 －4005無法

タ１
福岡県豊前市大字三毛門７８４－１〒828-0031

井上　一則114444

TEL 0930-25-0949

仲鉄筋工業 －4005無個

筋１
福岡県京都郡苅田町大字稲光７１０－１９３〒800-0337

仲　孝文114445

TEL 092-600-9510

（株）ｃｒｅａｔｉｖｅ　ａｒｔｓ 1,000 －4001無法

内１
福岡県糸島市高田３－６－２〒819-1102

西　雄一郎114446

TEL 0942-77-1027

（有）九研機工 3,000 －4002有法

機１
福岡県三井郡大刀洗町大字鵜木１３０－１〒830-1224

古賀　裕美114447

TEL 0940-72-4766

（株）すまいの達人 6,000 －4008有法

建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県宗像市自由ヶ丘西町２－７〒811-4174

鈴木　博史114448

TEL 093-617-0315

リビング建装 －4008無個

内１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬２－３２－２－９０３〒807-1261

松尾　洋輔114449

TEL 093-882-3270

（株）新東 100 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区銀座１－４－２５－２０１〒804-0076

岡本　勲114450

TEL 093-287-1170

（株）武電 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区沖台１－９－１４〒804-0064

武田　太郎114451

TEL 093-981-9113

（株）ヒカリ板金工業 5,000 －4008無法

建１と１屋１板１
福岡県北九州市小倉南区東貫３－１９－６〒800-0224

松尾　和義114452

TEL 093-616-1261

クスニシ建工 －4008無個

屋１板１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－１３－６〒807-1145

椎原　隆行114453



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-953-7831

（有）アイテールハウス 3,000 －4008無法

建１大１屋１タ１塗１内１
福岡県北九州市小倉南区大字曽根４０５８－１〒800-0212

門岡　一志114454

TEL 0949-29-8080

（株）親宏総業 3,000 －4004無法

建１大１左１と１屋１タ１塗１防１内１
福岡県直方市大字感田１６６－３３〒822-0001

冷牟田　宏由114455

TEL 093-701-9000

（株）新耕 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡東区昭和１－８－２０－１０１〒805-0013

堀川　耕平114456

TEL 093-452-1141

（株）スリーカツラ 3,000 －4008無法

屋１
福岡県北九州市小倉南区大字母原３４４〒803-0187

桂口　良輝114457

TEL 093-571-7006

友勝（株） 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉北区熊谷５－２－１６〒803-0862

野島　晋吾114458

TEL 093-621-3219

（株）卓電工 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市八幡西区八千代町１２－２４〒806-0023

藤井　卓也114459

TEL 092-409-3118

（株）ＭＫクリエイト 1,000 －4001無法

建１大１屋１タ１鋼１塗１内１
福岡県福岡市東区松島３－５－１１〒813-0062

牧野　嵩土114460

TEL 092-621-6960

（株）オオマツ 8,000 －4001有法

土１と１解１
福岡県福岡市東区松島１－１－２９〒812-0062

大松　俊次114461

TEL 092-980-4071

（株）波左間電設 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区西長住１－２－５－２〒811-1361

波左間　健太114462

TEL 092-519-6397

豪創建（株） 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区青葉７－４２－１１〒813-0025

宮﨑　勇美114463

TEL 092-585-7755

（株）ライフ工業 1,000 －4011無法

左１
福岡県春日市一の谷３－１３９－２〒816-0852

牧野　雄一114464

TEL 0942-65-3300

彩架建設（株） 2,000 －4002有法

屋１
福岡県久留米市御井旗崎１－７－４１〒839-0841

中村　哲也114465

TEL 0944-72-6191

（有）乗富材木店 5,000 －4003有法

建１内１
福岡県柳川市三橋町蒲船津５６－５〒832-0827

乗富　良太郎114466



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1565頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-400-8894

（株）アールファインズ 10,000 －4001無法

建１筋１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１１８７〒811-2112

前田　隆弘114467

TEL 092-942-0520

（株）青柳建設 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県古賀市日吉３－４－１１〒811-3106

青柳　秀晴114468

TEL 092-292-05043

（株）ＨＯＵＳＥ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 20,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２８－４－２Ｆ〒812-0011

毛内　將元114469

TEL 0949-26-4669

楠築炉工業（株） 5,000 －4004無法

タ１
福岡県直方市大字感田２７１２〒822-0001

楠　智道114470

TEL 092-408-4020
株）
ＭＩＺＯＧＵＣＨＩａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ（ 5,000 －4011無法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県太宰府市大字内山６７５〒818-0115

溝口　泰樹114471

TEL 0947-46-0386

（株）Ｋｎｏｔ建築企画 3,000 －4009有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１塗１防１内１具１
福岡県田川市大字奈良３６２－２０〒826-0043

伊東　孝介114472

TEL 093-982-4615

まるやす工務店 －4008無個

と１
福岡県中間市垣生１３５７－１〒809-0001

安村　隆徳114473

TEL 093-632-8610

（株）オハナ 1,000 －4008有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区黒崎３－２－２－４Ｆ〒806-0021

下川　みゆき114474

TEL 050-1016-8306

（株）孝信建設 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区横代北町４－１３－１〒802-0821

原　孝志114475

TEL 093-681-7865

三幸（株） 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡東区桃園２－４－２０－１００４〒805-0068

島﨑　裕之114476

TEL 093-603-8783

キチデン －4008無個

電１
福岡県北九州市八幡西区本城東１－１１－５２－２Ｆ〒807-0815

吉兼　直樹114477

TEL 0944-62-4314

今村弘建設 －4003無個

建１
福岡県みやま市瀬高町下庄６９８－１〒835-0024

今村　広一114478

TEL 0944-88-1790

深広電機 －4003無個

電１管１
福岡県大川市大字新田３９－２〒831-0043

深川　廣親114479



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1566頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-791-4311

ＣＲＥＡ　ＳＴＹＬＥ －4008無個

建１
福岡県北九州市若松区頓田１８４－５－Ｂ２０１〒808-0112

前田　隆之114480

TEL 092-851-1276

宗建工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区飯倉３－２１－１５〒814-0161

村尾　宗純114481

TEL 0949-26-3883

（株）北機工 3,000 －4004有法

と１機１
福岡県直方市大字上頓野４６１１－４５〒822-0003

成好　泰郎114482

TEL 0942-47-5784

（有）タシマランドスケープ 5,000 －4002無法

と１園１
福岡県久留米市山本町耳納１９１５－２〒839-0826

田島　宏文114483

TEL 0943-24-8520

（株）アグリホーム 3,000 －4007有法

土１
福岡県八女市忠見５９６－１〒834-0014

橋山　康弘114484

TEL 0943-24-9488

月足建築 －4007無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県八女市立花町原島６１５－７〒834-0075

月足　政樹114485

TEL 0944-63-3136

開成金属工業（株） 3,000 －4003無法

屋１
福岡県みやま市瀬高町大草９１６－３９〒836-0005

中村　三男114486

TEL 093-701-7694

臣建 －4008無個

筋１
福岡県中間市岩瀬４－７８９〒809-0011

太田　貴臣114487

TEL 092-332-2833

（株）長嶋工務店 5,000 －4001無法

大１
福岡県糸島市末永２１０－１〒819-1572

長嶋　慶太114488

TEL 092-292-7921

（株）ワークアウト 1,000 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市博多区千代３－６－６〒812-0054

平山　和之114489

TEL 092-710-3423

サニーグループ（株） 3,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区清水２－６－１６〒815-0031

飯田　耕史114490

TEL 092-834-8545

（株）エウラ電気 5,310 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市西区福重２－２２－２〒819-0022

江浦　良平114491

TEL 092-409-3866

エムアンドエイチ（合） 5,100 －4001無法

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市博多区博多駅南３－１７－１９－６０３〒812-0013

蓑下　祐一114492



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1567頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-516-4092

（株）オノテクノ 1,000 －4011無法

防１
福岡県春日市紅葉ヶ丘西７－１０９〒816-0832

小野　裕一郎114493

TEL 092-775-9403

匠ハウジング －4011無個

屋１
福岡県那珂川市五郎丸１－４〒811-1252

中里　翔114494

TEL 092-408-5255

（株）テンブン 5,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県筑紫野市二日市北１－８－１－１Ｆ〒812-0011

諸永　典彦114495

TEL 092-555-5800

（株）髙原工業 5,000 －4011無法

と１
福岡県筑紫野市山口３５９６－１〒818-0046

髙原　悠樹114496

TEL 0949-24-3311

（株）ケイオックス 10,000 －4004有法

機１
福岡県直方市神正町４－４〒822-0023

貫里　英樹114497

TEL 0943-54-2096

大坪木材建築部 －4007有個

建１
福岡県八女市北川内１９６〒834-1102

大坪　大114498

TEL 093-622-1577

（株）三光工務店 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区陣原１－６－４〒807-0821

児玉　光義114499

TEL 093-888-6070

（株）ＣＲＥＹＥ　ＬＥＡＣ 5,000 －4008無法

土１
福岡県北九州市八幡西区小嶺台１－２－１８－２０２〒807-0082

原　直人114500

TEL 093-474-7750

ビービーエンジニアリング（株） 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区曽根新田南２－３－２５〒800-0220

永沼　龍生114501

TEL 093-533-1455

（株）Ｔ－ＨＯＭＥ 1,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉北区赤坂４－１７－１０〒802-0033

西村　智和114502

TEL 093-232-8778

河野鉄建 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉南区北方２－１８－２－３０２〒802-0841

河野　武康114503

TEL 092-692-4225

（株）泰栄 2,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字田中３４－２０１〒811-2416

北代　泰一114504

TEL 092-558-9238

（株）ここのえ 5,000 －4001有法

タ１
福岡県福岡市博多区浦田２－１０－２５〒812-0861

山口　洋平114505



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1568頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-555-6804

（株）ＡＫＡＴＳＵＫＩ 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市南区清水１－１５－１２－４０３〒815-0031

森岡　愼太郎114506

TEL 092-525-6780

（株）システムニシツウ 40,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市南区大楠１－５－２－２Ｆ〒815-0082

門岡　慎治114507

TEL 092-287-5671

囲内装 －4001無個

内１
福岡県福岡市南区柏原１－３９－１７〒811-1353

囲　優介114508

TEL 092-834-7788

寺尾電気商会 －4001無個

電１
福岡県福岡市西区大字羽根戸５１３－５〒819-0038

寺尾　良一114509

TEL 092-591-6812

（株）ＴＡＳＫ企画 7,000 －4011無法

建１
福岡県春日市日の出町４－１１－７０２〒816-0873

永冨　修司114510

TEL 092-951-1022

（株）ＫＩＺＵＫＩ 10,000 －4011無法

塗１防１内１
福岡県那珂川市道善１－２－１〒811-1254

田代　俊樹114511

TEL 0949-42-1790

総合建設業ナツミ産業 －4004無個

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県鞍手郡鞍手町弥生１－１５４－４〒807-1315

井崎　龍二114512

TEL 0942-27-9152

山鐡 －4002無個

筋１
福岡県久留米市荒木町藤田１２６５－６６〒830-0064

山下　恒平114513

TEL 0944-87-0558

正栄興建（株） 5,000 －4003無法

土１と１石１舗１し１水１
福岡県大川市大字中古賀５２８－１〒831-0006

田中　正一114514

TEL 092-605-0100

クローバーハウス（株） 10,000 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市東区和白１－１－２５〒811-0202

花田　龍太郎114515

TEL 092-673-1110

（合）和光設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区名島１－１－１〒813-0043

倉﨑　修114516

TEL 092-661-6644

（株）タニガワ内装 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区松崎２－１７－３３〒813-0035

谷川　竜介114517

TEL 093-513-5151

ワールド・エコ・ジャパン（株） 5,000 －4008無法

土１と１舗１機１
福岡県北九州市小倉北区神岳１－４－２１〒802-0045

船元　福吉114518



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1569頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-601-9869

（有）荒嶽工業 3,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区貴船台２２－２０〒807-0814

荒嶽　修司114519

TEL 0943-22-6034

山下建設 －4007無個

土１建１と１舗１
福岡県八女市長野５５０〒834-0011

山下　英俊114520

TEL 0944-63-4283

（株）高巣商店 5,000 －4003有法

と１
福岡県柳川市三橋町五拾町４０１〒832-0812

高　　博敏114521

TEL 092-555-6213

（有）キュウサン 3,000 －4011有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県筑紫野市塔原東１－１４－３７〒818-0059

久冨　三郎114522

TEL 092-408-4631

（株）リンクスタット 3,000 －4011有法

通１消１
福岡県筑紫野市大字永岡１０２７－２〒818-0066

髙橋　覚士114523

TEL 0946-42-8086

エスティハウス（合） 1,000 －4006無法

建１
福岡県朝倉郡筑前町三並１０９１－２〒838-0205

瀬尾　清114524

TEL 0948-23-0942

（株）豊建 5,000 －4010無法

大１と１解１
福岡県飯塚市菰田西２－５－３０－２０１－Ａ〒820-0017

渡部　正司114525

TEL 0948-25-6315

（株）コンプラス 2,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市伊川７６２－１〒820-0054

高木　章博114526

TEL 0948-28-1579

藤川電気工事店 －4010無個

電１
福岡県飯塚市小正６１５〒820-0089

藤川　修114527

TEL 092-322-7166

スリークラウド －4001有個

内１
福岡県糸島市三雲５３１－１〒819-1583

神武　豊114528

TEL 092-332-0253

（株）設備のマルハ 5,000 －4001無法

管１
福岡県糸島市志摩久家４９７－１〒819-1331

服部　孝雄114529

TEL 092-555-2630

野元工業（株） 1,000 －4001無法

土１と１
福岡県福岡市南区花畑２－２７－９－６０３〒811-1356

野元　裕一114530

TEL 093-531-7601

久保設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区下富野５－１４－９〒802-0023

久保　学114531



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1570頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-701-5308

（株）溝口組 5,000 －4008無法

大１
福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津６９２－１〒811-4321

溝口　将司114532

TEL 093-872-9005

（有）シーネット 3,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市戸畑区千防３－３－２９〒804-0081

米田　尚志114533

TEL 092-595-6959

中野空調（株） 500 －4011無法

管１
福岡県大野城市月の浦１－１５－１２－４０２〒816-0983

中野　鉄也114534

TEL 092-584-4560

（株）ｇｌｏｗ 3,000 －4011有法

電１管１
福岡県春日市須玖南２－７７〒816-0863

古賀　直樹114535

TEL 092-588-2022

エムイーテクノ（株） 4,000 －4011有法

機１
福岡県春日市一の谷１－１６１－２〒816-0852

牟田　歓114536

TEL 0946-24-5605

エアメンテック（株） 3,000 －4006有法

管１
福岡県朝倉市来春４７７－３〒838-0069

原田　一誠114537

TEL 093-436-0440

九州メタル・ルーフ －4005無個

板１
福岡県京都郡苅田町磯浜町１－１７－４〒800-0313

中野　満寛114538

TEL 092-609-9873

（株）ＳＴＡＴＵＳ 3,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区土井２－３－２４－１０１〒813-0032

永田　隆成114539

TEL 092-512-3021

（株）梅﨑エンジニアリング 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区南大橋１－１２－１１〒815-0034

梅﨑　貞司114540

TEL 092-892-3715

（株）ＴＳＲ 1,500 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市西区福重４－１２－１１〒819-0022

坂田　健114541

TEL 093-671-7766

（株）ベストクリーンサービス 10,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市八幡東区春の町５－１１－１５〒805-0050

荒木　正道114542

TEL 093-642-8866

（有）ＮＫウォーター・テック 5,000 －4008無法

管１鋼１機１水１
福岡県北九州市八幡西区別所町５－１５－１０２〒806-0068

篠﨑　光繁114543

TEL 093-616-1490

松原通信（株） 5,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市八幡西区星和町２０－８〒807-0829

松原　達也114544



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1571頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-981-3600

（株）淺田総建 3,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２－３－７－５０６〒806-0047

淺田　広大114545

TEL 093-383-0841

ダイワ硝工（株） 1,000 －4008無法

ガ１具１
福岡県北九州市八幡西区馬場山緑３－３３〒807-1133

南　浩路114546

TEL 092-721-9091

（株）岩田屋三越 100,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区天神２－５－３５〒810-0001

伊倉　秀彦114547

TEL 092-471-1955

村上電材（株） 10,000 －4001有法

電１消１
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－２９〒812-0016

村上　輝義114548

TEL 092-409-8960

ＮＥメンテナンス（株） 9,900 －4001有法

電１
福岡県福岡市博多区中呉服町１－６〒812-0035

畑瀬　一樹114549

TEL 093-922-0599

（株）エイシンテック 3,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉北区白銀２－１－１７－１０１〒802-0074

屋形　和雄114550

TEL 093-613-5639

（株）Ｅｘ　Ｔｅｃｈ 3,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区沖田５－２１－４６〒807-0077

碓井　健二114551

TEL 093-701-0166

でんけん －4008無個

建１解１
福岡県北九州市若松区東二島１－１３－１６〒808-0102

粢田　俊二114552

TEL 092-985-7375

（株）信栄塗装 6,000 －4011無法

塗１
福岡県春日市大土居１－１１１－１〒816-0847

稲澤　信介114553

TEL 0948-82-4711

（有）幸栄技研 3,500 －4010有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県飯塚市多田８８－４９〒820-0116

橋垣　幸祐114554

TEL 092-408-3919

（株）ＢＲＩＤＧＥ 5,050 －4011有法

通１
福岡県那珂川市別所１１４１－１〒811-1245

小松原　寅吉114555

TEL 0942-48-1258

上野組 －4002無個

大１
福岡県久留米市長門石１－８－１８－１０２〒830-0026

上野　誠114556

TEL 0943-72-7038

（株）コトブキ板金工業 5,000 －4002無法

板１
福岡県久留米市田主丸町田主丸１７２－１０〒839-1233

堺　吉寿114557



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1572頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0979-64-7119

英工業（合） 2,100 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県築上郡上毛町大字垂水１４６－３〒871-0913

安髙　英二114558

TEL 092-932-6321

Ｈ．Ｔ．Ｂ．ＣＲＥＡＴＩＯＮ（株） 1,000 －4001有法

土１と１
福岡県糟屋郡宇美町平和１－１７－２８〒811-2121

松尾　龍成114559

TEL 092-323-4578

仁野建設 －4001無個

土１と１舗１水１
福岡県糸島市曽根３２２－４〒819-1561

原野　勝之114560

TEL 092-807-5634

山本建材 －4001有個

と１
福岡県福岡市西区大字元岡２２０２－３〒819-0385

山本　敏彦114561

TEL 092-985-6597

枻建築工房 －4001有個

建１
福岡県糟屋郡須恵町大字須惠１０４０番地３〒811-2113

磯嶋　洋介114562

TEL 093-742-5003

（有）プラスワン建築工房 3,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市若松区高須東３－１３－５１〒808-0144

北村　博之114563

TEL 093-777-4946

（株）正進 1,000 －4008無法

土１建１
福岡県北九州市門司区原町別院１１－２５〒800-0037

奥野　正人114564

TEL 0940-62-6728

ＡＫＩＴＯ建築工房 －4008有個

建１
福岡県宗像市自由ヶ丘８－１５－６〒811-4163

真田　政明114565

TEL 093-473-2773

（株）山口住研 2,500 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区沼本町１－９－２０〒800-0208

山口　隆男114566

TEL 093-644-2886

（株）九州水道修理サービス 5,000 －4008無法

管１
福岡県北九州市八幡西区引野２－８－１〒806-0067

岸　正道114567

TEL 092-408-3711

（株）シンセイ設備 3,000 －4011無法

と１
福岡県太宰府市水城１－２２－１５〒818-0131

渡邉　政徳114568

TEL 0942-47-0533

（合）深山電気 1,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市山本町耳納１６６６－２〒839-0826

深山　広志114579

TEL 0942-65-7682

森泰商店（株） 1,000 －4007無法

と１
福岡県筑後市大字井田６２６－２〒833-0036

森安　泰久114580



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0942-55-5538

（有）クボタ創建 3,000 －4007有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県八女郡広川町大字一條８０２－５〒834-0122

久保田　佳成114581

TEL 093-555-7046

（株）山住工業 3,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区星ケ丘４－６－１５〒807-1264

山住　克之114582

TEL 093-382-5930

ホーネスト（株） 3,000 －4008有法

建１大１
福岡県北九州市門司区社ノ木１－７－２５〒800-0054

古味　忠恒114583

TEL 0940-55-3251

久門建設（株） 3,000 －4008無法

大１
福岡県宗像市石丸４－２－２５〒811-4147

久門　学114584

TEL 093-483-3338

（株）正心 1,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市門司区新門司３－２８－１〒800-0115

山田　雄也114585

TEL 093-342-7778

（株）Ｓ．Ｋ．Ｆ 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市門司区大字畑３４－２〒800-0112

住田　順次114586

TEL 093-287-7499

かみかわ建装 －4008無個

塗１
福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉１－２－１５〒811-4322

上川　高志114587

TEL 092-710-3751

サンライト －4001無個

電１
福岡県福岡市中央区天神４－５－１０－９０５〒810-0001

山村　彰114588

TEL 092-608-6056

ＡＥ建築（株） 100 －4001有法

建１
福岡県福岡市東区雁の巣２－１４８０－３〒811-0206

川浪　日日114589

TEL 092-812-0598

（有）阿部建工 5,000 －4001無法

土１と１タ１
福岡県福岡市西区野方６－３３－１３－１〒819-0043

阿部　良隆114590

TEL 092-553-1881

（有）岡村シーリング工事 4,500 －4001無法

防１
福岡県福岡市南区大橋４－１３－２２〒815-0033

岡村　敏之114591

TEL 092-400-1240

（株）ユークリエイト 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市西区下山門１－１６－２６〒819-0052

石井　義隆114592

TEL 092-834-8690

壱塗装（株） 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区野方７－８５７－１２〒819-0043

藤原　富美彦114593



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-809-2239

木野設備（株） 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市西区大字小田２８９９〒819-0203

木野　幸男114594

TEL 092-586-7983

フロントップ（株） 3,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区金の隈２－２２－１３〒812-0863

菟田　精二114595

TEL 0948-25-3600

（株）ヒューマンクロス 3,000 －4010無法

土１建１と１石１電１鋼１舗１し１水１解１
福岡県飯塚市東徳前１８－３５〒820-0032

青木　拓裕114596

TEL 0949-26-8215

（株）成上 5,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県直方市感田１５８５－２〒822-0001

谷口　誠二114597

TEL 0942-27-5148

（株）石橋組 50,000 －4002無法

土２と２舗２
福岡県久留米市荒木町荒木１９６１－１４〒830-0063

出口　信行114598

TEL 0944-31-5090

雅総業（株） 5,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市大字歴木３６０－１〒837-0924

堤田　雅也114599

TEL 092-812-0288

（株）協西電気 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区野方３－８－５〒819-0043

宗　敏博114600

TEL 092-233-4189

Ａ．Ｂ．Ｃ．穴井工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市南区清水４－１２－３－４〒815-0031

穴井　龍己114601

TEL 092-831-1285

（株）野田建装 3,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市城南区別府９－１５－２０１〒814-0104

野田　正司114602

TEL 092-985-7604

（株）はすみ創建 5,000 －4001無法

塗１
福岡県糟屋郡粕屋町原町３－５－８－Ｂ１０１〒811-2307

藤田　洋平114603

TEL 092-688-2151

ＴＴＭ（株） 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区金の隈３－２１－１〒812-0863

堤　靖典114604

TEL 0949-34-2520

（株）ハローライフ 30,000 －4004有法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県宮若市上有木１〒823-0015

杉山　敦114605

TEL 092-481-8081

エイ・ディ・システム（株） 10,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市博多区山王１－１４－１７〒812-0015

山根　博之114606
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令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1575頁

福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-555-7683

西村鈑金（株） 5,000 －4001無法

絶１
福岡県福岡市南区若久６－８－２３〒815-0042

西村　照美114607

TEL 092-504-9240

（株）アレシス 10,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２３－１７〒812-0863

山岡　明徳114608

TEL 092-558-2534

ＫＳＳ －4001無個

防１
福岡県福岡市東区唐原７－１４－２４〒813-0001

木下　和也114609

TEL 0944-51-3442

（株）渡邊電気 5,000 －4003無法

電１
福岡県大牟田市大字久福木１８７－４〒837-0915

渡邊　泰幸114610

TEL 0942-38-5005

（有）ロータスホーム 5,000 －4002有法

土１建１と１舗１水１
福岡県久留米市梅満町１１６７－３〒830-0048

篠原　一美114611

TEL 0942-48-0971

タイソン －4002無個

建１と１鋼１塗１防１
福岡県久留米市荒木町白口１８６－２〒830-0062

陣内　賢太郎114612

TEL 0942-65-4639

ＡＨＳ －4007無個

建１
福岡県筑後市大字鶴田１４６８－２〒833-0007

馬場　廣喜114613

TEL 0947-63-2184

（株）杉原組 10,000 －4009無法

土１建１と１鋼１舗１水１
福岡県田川郡大任町大字大行事３８４５－３〒824-0512

杉原　光洋114614

TEL 093-777-3364

（株）秀真建設 2,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区引野２－５－６〒806-0067

桂　秀和114615

TEL 093-244-7775

（株）山瀬組 5,000 －4008有法

土１と１石１舗１水１解１
福岡県中間市岩瀬西町２１－３〒809-0041

山瀬　実114616

TEL 092-775-0960

エフツーテクノ（株） 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市中央区大名１－８－２５－５０３〒810-0041

藤井　一保114617

TEL 092-892-8066

（株）ＮＥＸＴＥＣ 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市西区下山門４－１７－１０－２〒819-0052

廣峯　惣一郎114618

TEL 092-776-9778

ＮＳＮホールディングス（合） 5,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市博多区東光２－２－２２〒812-0008

松井　裕一114619



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1576頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0930-26-2770

ウイルテック（株） 10,000 －4005有法

電１機１
福岡県行橋市大字福丸７７０－１〒824-0073

山口　亘114620

TEL 0942-21-8282

（株）デコール・タナカ 3,000 －4002無法

内１
福岡県久留米市本山１－１－２８〒830-0056

阿部　一夫114621

TEL 092-707-6636

藤晃 －4001無個

解１
福岡県福岡市早良区祖原１２－３０〒814-0005

重藤　晃114622

TEL 092-801-7217

コウロギ電設 －4001無個

電１
福岡県福岡市城南区梅林３－２３－２２〒814-0144

興梠　渡114623

TEL 092-881-5850

（株）ＮＡ技術 700 －4001無法

土１と１石１舗１し１水１解１
福岡県福岡市西区小戸４－１４－１７〒819-0001

原部　直人114624

TEL 092-811-0088

石建 －4001無個

大１
福岡県福岡市西区大字吉武３１０－１４〒819-0036

石橋　茂114625

TEL 0943-73-0501

大宝建設（株） 8,000 －4002有法

土１と１舗１解１
福岡県久留米市田主丸豊城１３７７－７〒839-1234

牟田　茂治114626

TEL 0944-76-1045

（株）輝常工業 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県柳川市大和町塩塚９１２－１〒839-0243

平川　保弘114627

TEL 0948-24-8012

藤川建装 －4010無個

タ１
福岡県飯塚市小正８２１－２〒820-0089

藤川　大慶114628

TEL 0948-43-8596

（株）ダイケン 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１水１解１
福岡県飯塚市柏の森９２－１９６〒820-0011

西川　佳奈114629

TEL 092-921-0204

（有）福岡電工 3,000 －4011無法

電１
福岡県太宰府市石坂３－７－８〒818-0118

松原　茂徳114630

TEL 092-982-0189

山口工務店 －4011無個

内１
福岡県大野城市中央２－６－１３－１０３〒816-0942

山口　力人114631

TEL 0947-72-7735

ＵｒｂａｎＬｉｆｅｓｔｙｌｅ －4009無個

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎３３３－５〒827-0003

林　智明114632



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1577頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-482-4321

（株）イークラフト 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区朽網西６－１０－２３－１０３〒800-0233

安部　寛114633

TEL 0940-62-1007

（株）ＳＡＮＴＥＣ 1,000 －4008有法

管１
福岡県宗像市池田３７４３〒811-3515

重田　晃宏114634

TEL 093-761-0021

（株）なぎさ 1,000 －4008有法

土１と１し１
福岡県北九州市若松区赤島町２３－３３〒812-0041

吉浦　幸喜114635

TEL 093-964-7642

渡邉設備工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区舞ケ丘５－１２－８〒802-0823

渡邉　長信114636

TEL 092-291-6373

（株）松田商店 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市博多区対馬小路１０－１３〒812-0020

松田　昭二郎114637

TEL 092-948-2308

（株）邦榮機設 1,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡篠栗町大字田中５９－２〒811-2416

梶原　邦彦114638

TEL 092-776-0630

大賢（株） 1,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市早良区昭代２－６－８－４０３〒814-0012

原賀　真悟114639

TEL 092-834-4503

ＫＭ（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区大字石釡８７－４〒811-1132

纓坂　慎一114640

TEL 092-518-5867

（株）ライジング 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区松田３－２０－２７－４０２〒812-0064

林　加織114641

TEL 0943-24-5177

筑後クレーン －4007無個

と１
福岡県八女市蒲原６５３〒834-0064

川上　恵114642

TEL 092-408-3868

（株）Ｙ’ ｓ３ 3,000 －4011無法

内１
福岡県太宰府市水城１－２３－３５〒818-0131

轟　幸博114643

TEL 0944-73-4986

喜作園 －4003無個

園１
福岡県柳川市吉原４７０－３〒832-0085

荒巻　英希114644

TEL 0944-73-0403

勇貴建設 －4003無個

建１大１と１屋１板１塗１内１解１
福岡県柳川市久々原６４８－１〒832-0086

重松　勇貴114645



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1578頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-801-3108

（有）アーク 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市早良区賀茂１－１１－１５〒814-0164

松尾　昌伸114646

TEL 093-245-5850

（株）こうえい 5,000 －4008無法

塗１
福岡県中間市小田ヶ浦２－２６－１１〒809-0031

広渡　裕哉114647

TEL 092-986-3371

（株）碧ケミカルズ 4,500 －4011有法

機１
福岡県太宰府市吉松１－２２－１７〒818-0138

岡﨑　清髙114648

TEL 0949-42-1947

（株）松本建築工房 5,000 －4004無法

建１
福岡県鞍手郡鞍手町長谷３０５〒807-1314

松本　友嗣114649

TEL 0930-24-6620

京装 －4005無個

塗１防１
福岡県行橋市大字長音寺５３－１〒824-0065

馬場　敏郎114650

TEL 0948-21-8282

今住通信 －4010無個

通１
福岡県飯塚市楽市３１６－４－１０２〒820-0074

今住　正弘114651

TEL 0946-24-4367

（株）ひらい防災設備 3,000 －4006有法

消１
福岡県朝倉市小隈２８９－３〒838-0052

平井　隆幸114652

TEL 093-293-6345

（有）ヤマト工芸 5,000 －4008有法

具１
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良２４０－１〒811-4311

阿部　勉114653

TEL 093-614-2633

（株）樋熊緑化建設 5,000 －4008有法

土１と１舗１園１
福岡県北九州市八幡西区市瀬３－８－１８〒806-0063

樋熊　靖隆114654

TEL 0940-38-5580

ユナイト福岡（株） 3,000 －4008有法

土１と１解１
福岡県福津市本木２２２０－１〒811-3203

川原　幸弘114655

TEL 093-647-3133

（株）セイユウ 2,000 －4008有法

建１と１
福岡県北九州市小倉南区大字母原８８－１〒803-0187

新谷　和人114656

TEL 093-777-3223

仲田鉄筋工業 －4008無個

筋１
福岡県北九州市小倉南区中貫２－７－１〒800-0237

仲田　秀樹114657

TEL 093-581-7046

光進総建（株） 5,000 －4008無法

解１
福岡県北九州市小倉北区西港町１２５－８〒803-0801

阿部　知之114658



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1579頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-555-9192

（株）クギサキ 1,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県福岡市南区寺塚１－２６－６〒815-0074

柴田　直人114659

TEL 092-934-2161

（株）田中技研 5,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県糟屋郡宇美町桜原１－６－２４〒811-2109

田中　長男114660

TEL 092-321-0553

ＪＵＮ設備機工 －4001無個

管１
福岡県糸島市曽根５６６－８〒819-1561

小笹　順次114661

TEL 0943-76-5506

（株）佐藤塗装 3,000 －4002無法

塗１
福岡県うきは市吉井町新治１０８１－１〒839-1306

佐藤　壽仁114662

TEL 0943-22-9977

（株）躍進工業 5,000 －4007無法

土１と１舗１水１
福岡県八女市柳島５１－２〒834-0022

金子　智恵114663

TEL 0930-55-0235

（株）美孝産業 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県京都郡みやこ町犀川谷口５４４－１〒824-0216

福田　保114664

TEL 0942-27-7933

福満塗装 －4002無個

塗１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈１７９９－２〒830-1226

福満　由成114665

TEL 093-953-6187

（株）Ｒｏｓｓｏ 1,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町１－１３－３０－１０１〒802-0979

藤田　利奈子114666

TEL 093-693-1118

ジャパンエンジニアリング（株） 71,000 －4008有法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市八幡西区本城５－１－１４〒807-0801

渡邊　正温114667

TEL 093-922-0111

北九州興産（株） 15,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市小倉北区貴船町１３－９〒802-0073

小原　敬介114668

TEL 0930-33-3522

（株）ＯＫＡＺＡＫＩ 5,000 －4005無法

電１
福岡県京都郡みやこ町徳永２３６６〒824-0101

岡崎　孝善114669

TEL 0947-22-2764

植政建設 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡福智町金田６０－２〒822-1201

植髙　秀人114670

TEL 0947-85-8826

生恵電設（株） 5,000 －4009無法

電１
福岡県田川市大字伊田２８０９－１７〒825-0002

加生　秀仁114671



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1580頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-719-1177

ケイアイスタービルド（株） 10,000 －4001有法

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福岡県福岡市東区土井１－１５－１９〒813-0032

渡部　瑞樹114672

TEL 092-409-9349

広建工業 －4001無個

鋼１
福岡県福岡市東区原田４－１６－３６－６１０〒812-0063

中山　怜114673

TEL 0948-52-6636

（株）天総合建設 5,000 －4010無法

と１解１
福岡県嘉麻市山野１３５－１３７〒820-0202

麻生　勇樹114674

TEL 0930-55-2292

高島電設 －4005無個

電１
福岡県京都郡みやこ町豊津７２１－１〒824-0121

高島　薫114675

TEL 0930-52-0430

（株）京応工業 1,000 －4005有法

管１
福岡県築上郡築上町大字築城２６１－４〒819-0102

尾崎　功一114676

TEL 092-582-0203

（株）ＹＳＫ 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１防１水１
福岡県福岡市南区曰佐４－８－８－１０８〒811-1313

山之城　宣行114677

TEL 092-573-0822

フィールドジャパン（株） 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区諸岡１－１０－６－１０３〒812-0894

松嵜　光則114678

TEL 093-931-3300

（株）ＣＲ．ＥＩ 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区重住１－３－５〒802-0811

三好　健太114679

TEL 093-287-0768

（株）新成工業 1,000 －4008無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県北九州市小倉北区白銀１－１０－１５〒802-0074

湯田　晴久114680

TEL 092-932-7126

（株）ＦＡＩＴＨ 1,000 －4001無法

内１具１
福岡県糟屋郡宇美町光正寺３－１０－２３〒811-2123

直江　康一114681

TEL 092-409-2871

（株）ミ．ライズ 5,000 －4001有法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区松島１－８－１２－７０２〒812-0062

新宮　陽子114682

TEL 092-210-5512

（株）マルハサービス 1,000 －4001無法

電１通１
福岡県福岡市東区若宮４－２－４１〒813-0036

濱道　英樹114683

TEL 092-402-0073

（株）ＴＲＡＣＫＳ 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市東区二又瀬６－９－２０５〒812-0066

矢野　司114684



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1581頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0946-23-9666

（株）勝正建設工業 5,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県朝倉市馬田３３９５－１〒838-0058

森内　隆一114685

TEL 093-601-7998

石川クレーン機工（有） 3,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市八幡西区東筑２－１－９〒807-0832

石川　信一114686

TEL 093-741-2777

（株）湊音工業 5,000 －4008無法

絶１
福岡県北九州市若松区青葉台西４－９－７〒808-0143

砂畑　佳真114687

TEL 092-804-3915

（株）豊嶋建設 5,000 －4001無法

建１大１内１具１
福岡県福岡市早良区内野７－２４－４〒811-1123

豊嶋　司114688

TEL 092-834-7636

（株）クリーンテック工業 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区堤２－１２－１８〒814-0151

平田　正徳114689

TEL 0948-72-2685

内山空調（株） 7,000 －4010無法

管１
福岡県飯塚市大分５２７－１５〒820-0712

内山　薫114690

TEL 0943-32-5238

イネケン纉（株） 5,000 －4007無法

建１大１内１
福岡県八女郡広川町大字日吉８３２－３〒834-0111

井手　高根114691

TEL 0942-54-1550

田中建設 －4007無個

建１
福岡県筑後市大字高江６８４〒833-0052

田中　典卓114692

TEL 0947-85-9685

ヱビス電興（株） 5,000 －4009無法

電１
福岡県田川市大字伊加利１６３－３〒825-0001

米丸　知之114693

TEL 0947-23-0755

（株）Ｙ’ ｓ 5,000 －4009無法

内１
福岡県田川郡糸田町１１８９－３〒822-1323

山本　成二114694

TEL 093-235-7431

健塗装 －4008無個

塗１防１
福岡県北九州市八幡西区小嶺台１－１２－５－２０３〒807-0082

福原　健太114695

TEL 093-980-4721

（株）ＦＩＲＳＴ 5,000 －4008無法

大１電１塗１防１内１通１
福岡県北九州市小倉北区三荻野２－１－６－ＩＦ〒802-0065

安原　ゆり江114696

TEL 092-231-9307

今松建設 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区賀茂２－２０－３０〒814-0164

松本　晃二114697



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-985-0560

（有）テック 3,000 －4001無法

電１消１
福岡県福岡市早良区南庄３－１６－１〒814-0031

中嶋　伸夫114698

TEL 092-516-4230

（株）日誠技建 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市城南区南片江５－１２－１５〒814-0143

杉光　繁崇114699

TEL 092-334-5211

（株）フォレストハウス 5,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市南風台８－１１－６〒819-1137

池尻　洋114700

TEL 092-406-6851

（株）ライフプランニング 3,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区薬院２－２－７－４０３〒810-0022

原口　大輔114701

TEL 092-410-4231

西日本ベース －4001無個

と１
福岡県糟屋郡宇美町井野５３３－１〒811-2104

満尾　明人114702

TEL 092-605-3535

グッドライトホーム（株） 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市東区三苫５－１－７７〒811-0201

渡口　佳右114703

TEL 0948-22-8185

（株）ダイシン 5,000 －4010無法

土１
福岡県飯塚市小正４８０－１〒820-0089

大谷　和之114704

TEL 0948-42-2535

響工業 －4010無個

タ１
福岡県嘉麻市平６８０－５〒820-0203

遠藤　正彰114705

TEL 092-408-5347

（株）久我組 5,000 －4011無法

土１舗１水１
福岡県太宰府市朱雀３－９－２６〒818-0103

久我　浩二114706

TEL 0942-77-0038

渡辺建材設備 －4002有個

管１
福岡県三井郡大刀洗町大字本郷４５９１〒830-1211

田中　祥友114707

TEL 0947-23-2111

山和建設（株） 5,000 －4009無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県田川市大字伊田１９６９－１〒825-0002

山中　和子114708

TEL 092-865-4878

（株）ヒラヤマ電設 5,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区次郎丸１－２５－１３〒814-0165

比良山　剛志114709

TEL 092-531-4960

（株）福岡トーハツ 15,000 －4001有法

消１
福岡県福岡市中央区平尾３－１７－６〒810-0014

澤田　守雄114710
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福岡県
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TEL 092-791-8140

（株）ファーストステップ 9,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区港３－２－１〒810-0075

井上　利生114711

TEL 092-231-0959

髙松工業 －4001無個

筋１
福岡県糟屋郡須恵町大字新原４９８〒811-2111

髙松　広和114712

TEL 092-933-8700

（株）三光電機工業所 10,000 －4001有法

電１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘２－２－３〒811-2108

横川　忠行114713

TEL 093-452-1806

多恵馬建設（株） 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区徳吉南１－８－９〒803-0279

多恵馬　悟114714

TEL 093-953-7082

山口工業（株） 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県北九州市小倉南区中曽根１－１２－２１－２０２〒800-0222

山口　智紹114715

TEL 093-616-8007

杉田工業（株） 3,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県北九州市八幡東区西本町４－５－１５〒805-0061

杉田　将宏114716

TEL 0948-43-8403

（株）岡井工業 5,000 －4010無法

機１
福岡県飯塚市川津４１－１〒820-0067

岡井　将光114717

TEL 093-671-5558

（有）メイコー 3,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１
福岡県北九州市八幡西区西川頭町７－２６〒806-0017

鈴木　貴拡114718

TEL 092-582-5002

（株）ｈ．ａ．ｇ．ｈ 3,000 －4011無法

建１大１
福岡県春日市ちくし台５－４〒816-0822

野村　宜史114719

TEL 092-582-0622

保工業 －4001無個

タ１
福岡県福岡市博多区板付７－８－７－２０１〒812-0888

石川　保昌114720

TEL 092-935-5473

（株）永瀬工務店 5,000 －4001無法

建１大１
福岡県糟屋郡志免町志免東２－１－２６〒811-2243

永瀬　知広114721

TEL 092-565-1914

（株）エヌセツ 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市南区老司４－２５－６〒811-1346

中村　幸治114722

TEL 092-984-3608

（株）堂園電気 8,000 －4001無法

電１消１
福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘１－１４－６〒811-2106

堂園　友和114723
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福岡県
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TEL 092-512-5580

荒木技建（株） 9,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市南区長住７－２９－８〒811-1362

荒木　邦明114724

TEL 092-834-6572

（株）フルテック 5,000 －4001無法

土１と１管１舗１水１
福岡県福岡市西区羽根戸３８７〒819-0038

古家　慎吾114725

TEL 092-623-3565

（合）ＬＩＦＥ 2,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区吉塚８－８－４２〒812-0041

中野　大輔114726

TEL 092-707-5400

（株）ユーペイント 5,000 －4001無法

屋１塗１
福岡県福岡市西区下山門１－１６－２６〒819-0052

石井　義隆114727

TEL 093-244-5690

ＹＫ建装 －4008無個

内１
福岡県中間市通谷２－５－３９〒809-0018

石橋　雄希114728

TEL 093-961-2208

協和ハウス工業（株） 10,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉南区徳力４－１５－５〒802-0974

長野　哲三114729

TEL 093-581-1325

（株）シンカイ住建 1,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市小倉北区篠崎２－４６－６－５０６〒803-0861

新粥　欣嗣114730

TEL 093-701-5078

九州ワークス（株） 1,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津３４３７〒811-4341

長井　和夫114731

TEL 092-552-2226

ピーキューブ（株） 24,500 －4001有法

建１
福岡県福岡市南区大橋２－２５－１０－１０２〒815-0033

後藤　亮介114732

TEL 092-409-8623

サンホーフ（株） 3,000 －4001無法

ガ１具１
福岡県福岡市東区二又瀬２０－２－１０１〒812-0066

城野　里美114733

TEL 092-517-7397

ＦＳエナジー（株） 6,500 －4001有法

建１大１屋１電１タ１内１
福岡県福岡市早良区曙１－１３－３０－６１０〒814-0004

藤田　信博114734

TEL 092-710-4616

（株）スマイル企画 10,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市博多区比恵町１９－２８〒812-0014

年岡　裕也114735

TEL 092-661-7517

（株）グラストデザイン 8,000 －4001有法

園１
福岡県福岡市東区唐原５－３－７〒813-0001

瓜生　隆之114736
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福岡県
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TEL 0949-52-8067

ユタカ電機（株） 3,000 －4004有法

電１
福岡県直方市大字上境４０７－１〒822-0006

吉川　豊史114737

TEL 092-501-8578

（株）リアムウィンド 15,500 －4011有法

土１と１鋼１
福岡県春日市春日公園６－１－５０２〒816-8580

大屋　裕二114738

TEL 092-582-1441

福博機工（株） 16,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区板月４－４－５０〒812-0888

佐藤　豪114739

TEL 093-883-6515

星新プラント（株） 5,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区森下町２４－１６〒806-0046

松尾　滿喜114740

TEL 0942-52-8847

（株）中村技建 1,000 －4007有法

内１
福岡県八女郡広川町大字一條１４１５－５〒834-0122

中村　貞善114741

TEL 0942-35-8339

電章社（株） 3,000 －4002無法

電１
福岡県久留米市合川町２１３４－１〒839-0861

平田　誠114742

TEL 0944-88-9278

（株）池末建設 5,000 －4003無法

土１と１
福岡県柳川市大浜町６１２－２〒832-0053

池末　勇貴114743

TEL 0944-59-1550

（株）清和プラント機工 3,000 －4003有法

管１機１
福岡県大牟田市四山町８０－１０２〒836-0067

池田　直樹114744

TEL 092-407-6317

（株）栄信ビルドテック 3,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市早良区高取２－１５－３〒814-0011

浦田　裕二114745

TEL 0942-65-0864

（株）髙山総建 5,000 －4002無法

土１と１鋼１舗１し１機１水１解１
福岡県久留米市三潴町原田１５－３〒830-0104

髙山　隆114746

TEL 092-962-0382

（株）新宮設備 5,000 －4001無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県糟屋郡新宮町大字下府１２８６－１〒811-0112

粟生　元三114747

TEL 093-962-3636

山口電機（株） 10,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区石田南２－７－１〒802-0836

山口　義美114748

TEL 093-616-1154

（株）はせがわ 5,000 －4008無法

塗１
福岡県北九州市八幡西区大平２－１１－２３〒807-0083

長谷川　亮114749
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TEL 093-232-3788

（株）友創建設 40,000 －4008無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県北九州市小倉北区宇美町２－１－１０〒802-0016

宮脇　紘士114750

TEL 093-452-0131

（株）アースナイン 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区大字高津尾１６１－１〒803-0268

九木田　慎114751

TEL 093-967-8715

ルクスト －4008無個

建１
福岡県北九州市小倉北区神岳２－６－１１〒802-0045

櫛野　敦希114752

TEL 093-246-2209

（株）マサエ機設 50 －4008無法

機１
福岡県中間市中尾２－１２－３〒809-0032

山本　真靖114753

TEL 093-776-1770

（株）ＭＳライティング 5,000 －4008無法

電１
福岡県北九州市戸畑区一枝２－１－１－３０７〒804-0021

前田　弘親114754

TEL 0942-27-5383

（株）アールテックス 2,000 －4007無法

土１管１
福岡県筑後市大字水田８９０－１〒833-0027

力武　政憲114755

TEL 0948-23-9517

孝和建装 －4010無個

タ１
福岡県飯塚市横田３７５－２２〒820-0044

江口　孝夫114756

TEL 0946-28-7517

宗建設 －4006有個

土１と１石１舗１し１
福岡県朝倉市上浦８４０〒838-0057

半田　満弘114757

TEL 092-515-4851

（株）Ｒｅ　Ｂｅａｒｓ 3,000 －4011無法

内１
福岡県春日市小倉２－１２０－１０３〒816-0842

熊切　康博114758

TEL 0942-43-1532

タカショウ －4002無個

と１
福岡県久留米市高良内町３４３４－４８〒839-0852

髙鍋　昇114759

TEL 093-233-8686

（株）中島機器設備 5,000 －4008無法

電１管１機１
福岡県北九州市小倉南区沼緑町２－９－２０〒800-0207

中嶋　眞充114760

TEL 092-566-3997

（有）野川商会 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市南区鶴田４－１６－３〒811-1352

野川　彰114761

TEL 092-9856-5235

（株）タイガ美建 1,000 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字須惠３６０－６〒811-2113

菅原　至114762



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1587頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-873-6180

航工房 －4001無個

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市城南区樋井川１－１－２８〒814-0153

岩本　修114763

TEL 0948-43-3156

（株）日成ハンズ 10,000 －4010無法

建１
福岡県飯塚市鰻田４０５－１〒820-0001

竹田　利紀114764

TEL 0930-25-6277

大栄建設（株） 5,000 －4005無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県行橋市東大橋４－２－１１〒824-0002

合澤　義則114765

TEL 092-980-5246

（株）鶴翔工業 1,000 －4001無法

建１解１
福岡県福岡市南区弥永２－１１－６〒811-1323

鶴田　涼太114766

TEL 092-408-6963

（株）ＩＴＯ工務店 5,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市博多区東那珂３－９－２１〒811-1344

伊東　竜祐114767

TEL 0946-21-7270

西本建設（株） 5,000 －4006無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県朝倉市牛木６９７－１〒838-0067

西本　透114768

TEL 093-771-5613

（有）石山商会 3,000 －4008無法

大１電１管１
福岡県北九州市若松区新大谷４－５〒808-0052

久保田　耕司114769

TEL 093-233-9934

（株）クレデ 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１解１
福岡県北九州市八幡西区三ケ森２－４－１２－３０２〒807-0843

藤井　玲緒114770

TEL 093-481-6508

ムラカミ電工 －4008無個

電１
福岡県北九州市門司区吉志６－１７－１〒800-0114

村上　靖成114771

TEL 093-742-0750

（株）九州ＷＥＬＤ 5,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市若松区高須北３－４－１７〒808-0147

安田　健司114772

TEL 092-292-5729

（株）森島興業 5,000 －4001無法

土１と１管１鋼１舗１水１
福岡県福岡市東区多の津４－１２－３５－４０１〒813-0034

森島　直一114773

TEL 092-739-1088

（有）アンゼルハウス 3,010 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区大名１－８－２５〒810-0041

西川　正章114774

TEL 092-632-7734

（株）松永製作所 10,000 －4001有法

電１機１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２－２－６１〒812-0051

河野　孝浩114775



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1588頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-406-9601

（株）コンファック 5,000 －4001有法

建１通１
福岡県福岡市中央区渡辺通２－３－２３〒810-0004

渡邉　啓二114776

TEL 092-285-4228

（有）Ｌプランズ 1,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区天神４－６－２８〒810-0001

大木　直114777

TEL 0944-85-7617

平工業 －4003無個

電１
福岡県大牟田市八尻町３－３３－５〒836-0811

平松　健114778

TEL 093-692-0834

（株）シンセイウッド 10,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区大字本城２７４７〒807-0801

新家　友晴114779

TEL 093-612-8335

鍋内工務店 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区沖田２－１０－５〒806-0077

鍋内　幸男114780

TEL 093-941-5874

（有）布谷板金工業 3,000 －4008無法

板１
福岡県北九州市小倉南区城野１－１４－９〒802-0802

布谷　真幸114781

TEL 093-472-5872

（株）ケーワン 31,000 －4008有法

板１
福岡県北九州市小倉南区新曽根３－１５〒800-0211

秋本　丈司114782

TEL 093-967-9464

大　板金 －4008無個

板１
福岡県北九州市小倉北区竪林町２１－１７〒803-0855

大神　隆之114783

TEL 093-381-8802

（株）山下工業 3,000 －4008有法

管１
福岡県北九州市門司区大里戸ノ上１－８－６〒800-0024

山下　慶聡114784

TEL 0942-62-6601

堤板金工業所 －4002無個

屋１板１
福岡県久留米市城島町内野８６－１〒830-0204

堤　拡光114785

TEL 0947-72-3032

一蓬工業 －4009無個

土１と１鋼１舗１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字川崎５８５〒827-0003

山下　玲114786

TEL 092-410-8222

（株）ＹＳＣ 1,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡志免町別府２－１３－１２－１－Ｃ〒811-2205

　田　憲司114787

TEL 092-691-9456

（株）槍水建設 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区青葉７－３８－１１〒813-0025

鎗水　久美彦114788



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1589頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0948-65-0217

（株）ケーブルネットワーク桂川 10,000 －4010有法

電１
福岡県嘉穂郡桂川町大字寿命１６５－２〒820-0603

中嶋　智幸114789

TEL 0942-27-5848

永明 －4002無個

と１
福岡県久留米市高良内町３８７４－１３〒839-0852

原田　英明114790

TEL 0942-65-4689

宮崎電設 －4002無個

電１
福岡県久留米市上津町２０５９－１〒830-0052

宮崎　祥次114791

TEL 092-925-7858

（有）山英開発 3,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県太宰府市御笠１－７－５３〒818-0110

山内　暢114792

TEL 093-691-0723

（株）花口商店 10,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市八幡西区折尾３－８－３１〒807-0825

花口　剛士114793

TEL 093-603-7271

新星工業 －4008無個

舗１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸１－６－２０〒807-0851

川島　健吾114794

TEL 093-932-5370

（株）ウィズ防災 2,000 －4008有法

消１
福岡県北九州市小倉北区片野４－３－１８－１０６〒802-0064

林　浩明114795

TEL 093-451-0211

（株）廣末工業 10,000 －4008有法

と１
福岡県北九州市小倉南区大字木下６７７－８〒803-0184

廣末　尚光114796

TEL 0940-36-9379

白木建築 －4008無個

建１
福岡県福津市津屋崎３－２１－２４〒811-3304

白木　朋子114797

TEL 0930-28-9650

（株）田村電気商会 5,000 －4005無法

電１
福岡県行橋市大字吉国７２８－１〒824-0066

田村　貴史114798

TEL 092-586-6583

（株）ＮＡプランニング 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区金の隈２－１７－８－Ｖ３〒812-0863

中島　義弘114799

TEL 092-714-3073

大谷設備（株） 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区伊崎４－７〒810-0067

大谷　茂114800

TEL 092-807-2511

ＡＬＵＣＩＳ　ＯＮＥ（株） 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市西区大字田尻３２－３〒819-0383

中島　一114801



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1590頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-565-1683

（有）屋形電設 3,000 －4001無法

通１
福岡県福岡市南区花畑３－３－５〒811-1356

犬塚　昌伸114802

TEL 092-643-7123

（株）ｕｉコンサルタント 10,000 －4001有法

土１
福岡県福岡市博多区堅粕２－７－２〒812-0043

井上　武114803

TEL 092-410-7021

矢山設備 －4001無個

土１と１管１舗１水１
福岡県糟屋郡新宮町大字下府１１７８－５－２０３〒811-0112

矢山　勝敏114804

TEL 0942-54-6001

吉田建設（株） 3,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県久留米市三潴町玉満３５７０－１〒830-0112

吉田　健介114805

TEL 093-287-4091

（株）ヤマサキ 1,000 －4008無法

土１
福岡県中間市大字下大隈１７６４－４－１０１〒809-0004

山﨑　昇114806

TEL 093-952-8821

（株）福場鉄筋 5,000 －4008無法

筋１
福岡県北九州市門司区大字吉志２６９－１〒800-0114

福場　太114807

TEL 093-967-7975

福嶋工務店 －4008無個

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県北九州市小倉南区葛原３－１７－１５〒800-0251

福嶋　憲二114808

TEL 092-555-7706

（株）現代社 15,000 －4011有法

電１
福岡県太宰府市朱雀５－４－２５〒818-0103

瀧﨑　利夫114809

TEL 092-572-2349

（株）Ｍ－ＤＥＮＳ 3,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市南区曰佐２－２８－２８〒811-1313

望田　大輔114810

TEL 0947-26-0401

令和工業 －4009無個

土１建１大１屋１タ１内１
福岡県田川郡糸田町３９６０－１７〒822-1300

常田　康彰114811

TEL 092-948-3036

（有）藤広隆商会 8,000 －4001無法

管１水１
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４１７６－７〒811-2405

井上　雅巳114812

TEL 092-934-3318

（株）前田技巧 1,000 －4001無法

電１内１
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美４３８８－１〒811-2101

前田　淳114813

TEL 092-401-1552

（株）令和テック 1,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市中央区天神２－１４－３８〒810-0001

花田　めぐみ114814



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1591頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0947-46-1204

（株）キワミカンパニー 5,000 －4009無法

土１と１管１舗１
福岡県田川市千代町８－３８〒826-0031

白石　巨二114815

TEL 0948-43-1009

（株）テックアート 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
福岡県嘉麻市平１１９２－１〒820-0203

桐山　武将114816

TEL 0948-80-5923

（株）岸興業 5,000 －4010無法

解１
福岡県飯塚市小正７２９〒820-0089

岸　智之114817

TEL 0940-32-5316

（株）Ｋ・Ｙコーポレーション 1,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県宗像市大谷１１－４〒811-4141

永岡　勝博114818

TEL 092-736-0058

（株）ファクト 5,000 －4001有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県福岡市中央区大名１－１４－２３〒810-0041

後山　泰一114819

TEL 0944-72-5693

（株）大津組 2 －4003無法

と１
福岡県柳川市佃町２７３－１４－Ｉ－２０３〒832-0051

大津　義弘114820

TEL 092-477-3910

（有）ショーワプランニング 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区那珂３－１８－２６〒812-0893

東江　国正114821

TEL 092-558-7491

（株）桃坂重設 5,000 －4011無法

と１
福岡県大野城市大池１－５－１０〒816-0904

桃坂　朋弘114822

TEL 0949-26-1497

（株）宗像電気 5,000 －4004無法

電１
福岡県直方市大字感田８９４－８４〒822-0001

宗像　正雄114823

TEL 0947-72-6530

田辺電気（株） 1,000 －4009無法

電１
福岡県田川郡川崎町大字川崎１７４４－９〒827-0003

田邊　忍114824

TEL 0947-32-2005

小松工務店 －4009無個

土１建１
福岡県田川郡香春町大字柿下４２３〒822-1404

小松　留義114825

TEL 0949-24-6232

（株）外構 5,000 －4004無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県直方市大字山部１０１４－１〒822-0034

栗林　達男114826

TEL 093-873-2286

（有）クリーン 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市戸畑区天籟寺１－６－１７－１〒804-0041

麻生　重樹114827



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1592頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-481-9101

（株）カンサイホールディングス 96,000 －4001有法

電１管１機１
福岡県福岡市博多区東比恵３－３２－１５〒812-0007

忍田　勉114828

TEL 092-292-8505

Ｈ．Ｅ．サービス（株） 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市中央区黒門４－２６－１〒810-0055

原　健一114829

TEL 092-287-5393

ＨＡＫＵｇｌｏｂａｌｐｒｏｊｅｃｔ（株） 3,330 －4001有法

と１
福岡県福岡市東区多々良１－５２－１５〒813-0033

迫　雄志114830

TEL 092-836-7137

（株）ワタケン 6,000 －4001無法

左１防１内１絶１
福岡県福岡市早良区室見５－１３－２８－２Ｆ〒814-0015

田邊　裕之114831

TEL 0944-85-0787

祐和建設（株） 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県柳川市大和町栄１３７８－２〒839-0252

野田　祐一114832

TEL 092-558-5581

山本組（株） 10,000 －4011無法

と１
福岡県春日市春日原東町４－２５－５０３〒816-0801

山本　光彦114833

TEL 093-967-6102

（合）エフズ・ワークス 2,400 －4008無法

建１左１と１塗１防１内１
福岡県北九州市小倉南区上曽根３－５－３１〒800-0223

深町　功114834

TEL 092-776-4837

（株）ＡＸＥ 1 －4011無法

電１
福岡県那珂川市片縄北１－５－９〒811-1203

小野　太輔114835

TEL 092-555-8008

（株）ボックス 5,000 －4001有法

鋼１内１
福岡県福岡市南区多賀１－４－４０〒815-0072

中村　隆二114836

TEL 092-737-3788

（株）Ｓｋｙ 5,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県福岡市中央区大名２－１０－４－Ｄ－２０５〒810-0041

長沼　伸二114837

TEL 092-707-0978

（株）肆總 1,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市中央区六本松２－１２－６－６０４〒810-0044

兼森　隆行114838

TEL 092-327-2434

（有）松尾建設 3,000 －4001無法

建１
福岡県糸島市志摩吉田１６３９－５〒819-1302

松尾　一生114839

TEL 092-812-6411

（株）アスト 50,000 －4001無法

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
福岡県福岡市西区戸切３－３５－７〒819-0032

白石　匡識114840



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0943-73-7333

（株）ｉプラント 2,000 －4002無法

機１
福岡県うきは市浮羽町浮羽４９２－２〒839-1402

稲積　長生114841

TEL 0942-21-7171

（株）トーヨーテクノ 10,000 －4002無法

建１塗１
福岡県久留米市上津町１６５９－４〒830-0052

今村　和敏114842

TEL 092-862-1670

（株）田中工業 1,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市城南区梅林３－１７－１７〒814-0144

田中　克樹114843

TEL 092-207-8088

下田工務店 －4001無個

建１
福岡県福岡市東区原田２－１０－２２〒812-0063

下田　史継114844

TEL 092-942-7511

ひなた建設（株） 5,000 －4001無法

建１
福岡県古賀市小竹２８９－５〒811-3135

橋本　政利114845

TEL 092-936-8903

（株）山崎工務店 7,000 －4001無法

建１
福岡県糟屋郡志免町大字吉原１９６－３〒811-2208

山崎　康彦114846

TEL 093-647-0010

（株）オリオンコーポレーション 1,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町５－６－１０－１〒807-0845

坪根　豪優114847

TEL 093-953-9000

中村設備工業 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉南区上吉田３－１７－２３〒800-0201

中村　圭吾114848

TEL 0942-52-0615

（株）緒方電工 1,000 －4007無法

電１
福岡県筑後市大字前津１６３９－１８〒833-0002

緒方　凱隆114849

TEL 0944-58-6776

（株）ムツミ工業 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県大牟田市大字倉永４９０－１〒837-0906

倉田　勉114850

TEL 0944-88-9444

西村プラントエンジニアリング（株） 3,000 －4003無法

管１機１
福岡県大牟田市不知火町３－１３４〒836-0843

西村　三久114851

TEL 0944-31-3178

（株）日村建設 3,000 －4003無法

土１と１
福岡県大牟田市上白川町２－３２８〒837-0926

菱沼　尚史114852

TEL 092-922-3345

（株）大井建築 1,000 －4011無法

建１
福岡県筑紫野市針摺東５－９－１〒818-0081

大井　喜孝114853
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令和 4年 3月末日 現在　　
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福岡県
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TEL 0948-52-3906

（株）ケンショウ 5,000 －4010無法

タ１
福岡県飯塚市西町５－２１〒820-0043

梶原　勝彦114854

TEL 0946-24-0816

（株）足立電工 3,000 －4006無法

電１
福岡県朝倉市甘木２０３６－７〒838-0068

足立　正三114855

TEL 092-3234-5065

松吉工業 －4001無個

筋１
福岡県糸島市東６５４〒819-1122

松吉　裕太114856

TEL 092-622-7970

（株）テクノクロスファシリティ 5,000 －4001無法

電１管１
福岡県福岡市博多区空港前５－１４－６〒812-0002

山本　将徳114857

TEL 093-681-8087

エンシエイト（株） 5,000 －4008有法

園１
福岡県北九州市八幡東区中央１－６－１５〒805-0019

三宮　司114858

TEL 0940-62-5392

牟田技研（株） 1,000 －4008有法

管１
福岡県福津市福間南５－２１－１〒811-3212

牟田　潤一郎114859

TEL 093-287-5205

コウセイテック －4008無個

管１
福岡県中間市通谷３－１－３〒809-0018

都川　学114860

TEL 0940-72-1035

（株）福岡ルーフ・ライフ 2,000 －4008無法

屋１
福岡県福津市小竹２－１－１８〒811-3226

東郷　穣114861

TEL 092-408-9821

（株）ライン 5,000 －4011無法

内１
福岡県那珂川市大字別所３７９－７８〒811-1245

石川　徹次114862

TEL 092-687-1858

中村住宅メンテナンス －4011無個

塗１
福岡県筑紫野市杉塚７－９－６〒818-0054

中村　隆之114863

TEL 093-965-1033

シスメット（株） 32,000 －4008有法

電１
福岡県北九州市小倉南区徳力新町２－８－１１〒802-0979

福田　敏114864

TEL 0948-43-1559

（株）アイサ 5,000 －4010無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
福岡県嘉麻市口春５０２－１１〒820-0207

園田　拓也114865

TEL 092-894-8512

（株）ハシコーポレーション 3,000 －4001有法

鋼１
福岡県福岡市西区野方４－３８－１５〒819-0043

橋塚　貫二114866
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TEL 092-407-9742

（株）Ｗｏｒｋ　Ｕｄａ 1,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市南区桧原７－２２－５〒811-1355

宇田　貴志114867

TEL 092-721-0510

（株）ケービーシーメディア 15,000 －4001有法

機１
福岡県福岡市中央区長浜１－１－１〒810-0072

江原　竜彦114868

TEL 092-555-4012

（株）和みの家 1,000 －4011無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県筑紫野市俗明院１－６－８〒818-0067

西島　耕平114869

TEL 0947-45-2480

宗愛建設 －4009無個

土１と１鋼１舗１水１解１
福岡県田川郡川崎町大字池尻８２３－１０〒827-0002

二場　秀子114870

TEL 092-407-7678

（株）ＴＯＰＬＡＮ 3,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市博多区井相田２－１０－２９〒810-0881

鳥取　淳夫114871

TEL 0930-22-1840

ヤスナグデザインホーム（株） 5,000 －4005有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県京都郡苅田町大字与原８１３－２〒800-0323

師岡　亜矢子114872

TEL 0946-42-4496

（株）大澤組 5,000 －4006無法

大１と１
福岡県朝倉郡筑前町石櫃５１－２〒838-0225

大澤　修一114873

TEL 0943-24-8598

原塗装店 －4007無個

塗１
福岡県八女市立花町原島３５７－２〒834-0075

原　義光114874

TEL 092-953-2725

（株）アグリツリー 14,900 －4011有法

電１
福岡県那珂川市中原２－１２０－３階〒811-1213

西　光司114875

TEL 092-207-5639

（株）クリアード・Ｆ 5,000 －4011無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県大野城市中３－１５－１２－３階〒816-0906

片山　大司114876

TEL 092-836-5317

マサキ電気 －4001無個

電１
福岡県福岡市城南区西片江２－１２－３〒814-0141

古賀　匡樹114877

TEL 092-433-6662

（株）ロケーションズ 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区住吉５－２－１３〒812-0018

溝上　明114878

TEL 092-474-3315

（株）ＥＭＵｓｅｒｖｉｃｅ 5,000 －4001無法

と１内１
福岡県福岡市博多区板付１－９－１２〒816-0088

清水　大輔114879
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福岡県
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TEL 092-942-0928

（株）セイシュウ 5,000 －4001無法

塗１
福岡県古賀市小竹７７９〒811-3135

常岡　修二114880

TEL 093-776-5783

龍梨設備 －4008無個

管１
福岡県北九州市小倉北区大畠３－７－４９〒802-0026

高山　竜治114881

TEL 093-618-0788

濱野建設（株） 5,000 －4008無法

土１建１と１石１屋１舗１し１板１水１
福岡県北九州市八幡西区椋枝２－８－１２〒807-1115

濱野　裕志114882

TEL 093-521-8037

タイセイ（合） 3,000 －4008有法

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１水１解１
福岡県北九州市小倉北区下富野２－１０－５〒802-0023

佐藤　大樹114883

TEL 0947-85-8083

（株）廣敬 5,000 －4009無法

土１
福岡県田川郡添田町大字添田３３５９番地３１〒824-0602

廣畑　茜114884

TEL 092-558-9723

ｌｕｘ（株） 1,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市南区曰佐５－２１－１２〒811-1313

山﨑　正太郎114885

TEL 092-573-0633

ひかり塗装（株） 300 －4011無法

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１塗１防１内１具１
福岡県春日市光町３－８５〒816-0806

弥永　智弘114886

TEL 093-243-1930

（株）中嶋内装 5,000 －4008無法

内１
福岡県中間市中鶴４－１８〒809-0037

中嶋　文城114887

TEL 093-482-1983

（有）ＧＲＥＥＮＲＯＯＭＤＥＳＩＧＮ 3,000 －4008有法

建１大１屋１タ１鋼１内１
福岡県北九州市小倉北区井堀１－９－１１〒803-0835

桑原　大樹114888

TEL 092-551-8262

（株）オクイチ 5,000 －4001有法

解１
福岡県福岡市南区野多目５－９－１７〒811-1347

奥村　一輝114889

TEL 050-1297-9903

矢野建設 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区柏原１－４４－５０〒811-1353

矢野　正生114890

TEL 092-834-6495

（株）九州冷設工業 1,000 －4001無法

管１機１消１
福岡県福岡市早良区百道２－９－２４－１０２〒814-0006

川島　潤二114891

TEL 092-332-9098

（株）ウィーライズ 1,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市前原東１－５－２１－１Ｆ〒819-1119

衛藤　公一114892
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TEL 092-600-9856

ｔｕｉ －4001無個

管１
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２－１０－３２－２０３〒813-0003

塚本　裕司114893

TEL 0943-75-2188

（株）緑善 5,000 －4002無法

園１
福岡県うきは市吉井町長柄４５６－２〒839-1344

善　勇治114894

TEL 0949-66-8580

（株）Ｒｙｕｅｎ 100 －4004無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳６８１〒820-1101

竜円　友和114895

TEL 0930-22-5275

（株）野口電気 5,000 －4005無法

電１
福岡県行橋市大字道場寺１７３１－５〒824-0026

野口　隆德114896

TEL 092-891-7247

山代電機システム －4001有個

電１
福岡県福岡市西区下山門３－９－２〒819-0052

前島　弘114897

TEL 092-688-0746

エントライズ（株） 5,000 －4001無法

左１
福岡県福岡市南区多賀２－７－１１－１Ｆ〒815-0072

若松　武志114898

TEL 093-967-8324

（株）アーク 200 －4008無法

と１
福岡県北九州市小倉南区北方３－３９－８〒802-0841

馬場　皐114899

TEL 093-230-3245

（株）シノケン 5,000 －4008無法

建１鋼１
福岡県北九州市八幡西区南八千代町１１－４〒806-0024

藤原　和弘114900

TEL 093-555-6512

（株）武田工務店 5,000 －4008無法

内１
福岡県北九州市小倉南区湯川新町３－７－３８〒800-0256

武田　和久114901

TEL 093-282-0099

名神産業（株） 40,000 －4008有法

電１管１内１
福岡県遠賀郡岡垣町海老津２－８－１〒811-4231

中村　翔114902

TEL 092-415-1701

パッション（株） 10,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市博多区那珂１－３１－５〒812-0893

岡本　安弘114903

TEL 092-516-6418

（株）三成工業 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市早良区野芥２－３４－２〒814-0171

三苫　悦伸114904

TEL 092-710-5902

（株）ビヨンド 1,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区高木２－１１－４〒811-1314

長　利幸114905
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TEL 093-777-9016

（株）ラジテック 1,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市小倉南区横代北町５－９－５〒802-0821

二之宮　大輔114906

TEL 093-981-4946

（株）センシン 1,000 －4008無法

機１
福岡県中間市扇ケ浦１－２８－２７〒809-0023

酒井　秀豪114907

TEL 092-980-5277

石井工業（株） 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市西区野方７－８２５－１〒819-0043

石井　健太郎114908

TEL 092-933-0755

（株）夢壱 9,000 －4001無法

解１
福岡県糟屋郡宇美町貴船４－１８－３１〒811-2131

井上　倫人114909

TEL 0947-23-0207

髙木造園建設 －4009無個

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福岡県田川郡福智町伊方３３６９〒822-1211

髙木　慎介114910

TEL 093-967-8909

慶建工業 －4008無個

土１と１
福岡県北九州市小倉北区神岳２－２－２２－６０３〒802-0045

大前　慶記114911

TEL 093-245-7319

（株）フクシマ工業 1,000 －4008無法

と１
福岡県中間市長津１－２３－２０〒809-0036

福嶋　武則114912

TEL 092-322-6528

永興建設 －4001無個

建１内１
福岡県糸島市南風台５－９－１０〒819-1137

和嶋　勝行114913

TEL 092-957-1144

（株）ＫＩＳ 5,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東４－４－３９〒811-2317

白木　光114914

TEL 092-409-7622

かね吉商事（株） 1,000 －4001有法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市博多区半道橋２－６－３４〒812-0897

畑　永吉114915

TEL 092-881-7888

（株）博伸 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市西区石丸３－２０－２５〒819-0025

古川　信博114916

TEL 093-562-5178

（株）丸全開発 5,000 －4008有法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県北九州市小倉北区西港町１５－６〒803-0801

牛嶋　浩人114917

TEL 093-222-3634

津田建設 －4008無個

大１
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋１０５４－１〒807-0133

津田　和則114918



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1599頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-751-5709

ＦＫメタル（株） 1,000 －4001有法

ガ１具１
福岡県福岡市西区野方２－９－２０〒819-0043

田代　三博114919

TEL 092-753-8648

（株）Ｇ－ＴＥＣ 1,000 －4001無法

と１管１鋼１
福岡県福岡市中央区舞鶴２－８－６－２０５〒810-0073

古賀　亮二114920

TEL 092-957-98778

ＳｈｉｎｅＲｕｓｈ －4001無個

建１内１
福岡県糟屋郡須恵町大字上須惠６８３－３〒811-2114

野口　拡敬114921

TEL 092-963-1130

（株）田中土木 5,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡新宮町上府北１－２－１〒811-0011

田中　敦志114922

TEL 092-707-6117

（株）ケイセン 5,000 －4001無法

左１タ１塗１防１内１
福岡県福岡市西区内浜２－１７－６－１０３〒819-0005

染井　一馬114923

TEL 0948-23-0684

（株）尾野工務店 1,000 －4010無法

大１
福岡県飯塚市潤野９３３－１３５〒820-0021

尾野　浩114924

TEL 0944-88-8331

（株）加藤工業 3,000 －4003無法

管１
福岡県みやま市高田町濃施１４１－６〒839-0215

加藤　雄一114925

TEL 092-558-9281

オーエス興業 －4011無個

防１
福岡県大野城市南ヶ丘７－１３－１４〒816-0964

佐々木　将司114926

TEL 093-332-1656

五幸（株） 35,000 －4008有法

土２と２石２鋼２し２解２
福岡県北九州市門司区新開５－１９〒801-0885

　　博幸114927

TEL 093-982-3549

（株）吉永工業 1,000 －4008無法

管１
福岡県遠賀郡水巻町二東１－８－１５〒807-0054

吉永　清114928

TEL 093-202-0630

（株）ＩＷＡＭＯＴＯ 3,000 －4008無法

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
福岡県遠賀郡水巻町二西３－１７－１３〒807-0055

岩本　一馬114929

TEL 0942-45-0515

（株）Ｆｒｅｅ　Ｌｉｆｅ 1,000 －4002有法

内１
福岡県久留米市山川町９３４〒839-0817

吉原　貫二114930

TEL 0942-21-5066

古賀技建（株） 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市国分町１６４２－２〒839-0863

古賀　博114931



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1600頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-260-1926

世利鉄筋 －4001無個

筋１
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５０９－１－２０３〒811-2304

世利　優作114932

TEL 092-775-5739

（株）たすく 5,000 －4001無法

内１
福岡県福岡市東区西戸崎６－１７－２０〒811-0321

椋野　健一114933

TEL 092-292-4877

（株）キタザキ空調技研 5,000 －4001有法

管１
福岡県福岡市東区多の津４－１４－３０〒813-0034

北崎　貴士114934

TEL 092-555-2752

（株）Ｋ’ ｓ　ｓｙｓｔｅｍ 1,000 －4011無法

通１
福岡県筑紫野市下見５８２－１〒818-0021

竹内　和也114935

TEL 093-693-7905

有永建工 －4008無個

と１
福岡県北九州市小倉北区貴船台１８－２１〒807-0814

有永　誠114936

TEL 093-201-4055

（株）建築ＷｉｔｈＬｉｆｅ 8,000 －4008無法

土１建１左１と１石１鋼１舗１水１解１
福岡県遠賀郡水巻町伊左座５－１３－２５〒807-0056

藏谷　俊一114937

TEL 093-223-3141

木村総建（株） 3,000 －4008無法

と１解１
福岡県遠賀郡芦屋町花美坂１８－１０〒807-0143

木村　欣孝114938

TEL 092-332-9677

（株）山口電設 1,000 －4001無法

電１
福岡県糸島市高田３－５－１０〒819-1102

山口　正純114939

TEL 092-402-1543

（株）インクリースフィールド 5,000 －4001無法

電１内１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１１－１５－３０２〒812-0013

増原　賢一郎114940

TEL 092-621-1522

（有）すぎの 3,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区吉塚５－１－５〒812-0041

杉野　学114941

TEL 092-963-4803

（株）アルファ 2,000 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡新宮町上府北２－１３－５〒811-0123

豊島　一広114942

TEL 092-231-0567

（株）建築図鑑 2,850 －4001無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区小笹３－２０－３４－Ａ〒810-0033

松尾　翼114943

TEL 092-892-7100

（株）平柳興業 1,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市西区小戸３－３８－１１－２０５〒839-0381

平柳　正三114944



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1601頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 0930-42-1153

（株）原田建設 5,000 －4005無法

土１
福岡県京都郡みやこ町犀川喜多良１３０９－２〒824-0213

原田　好人114945

TEL 092-934-4500

アイケンテック －4001無個

機１
福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂３－１０１－３４〒811-2103

野添　健太朗114946

TEL 092-600-3040

（株）王希工業 1,000 －4001有法

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県福岡市東区名島１－３０－３０－１０１〒813-0043

王　增　114947

TEL 092-231-2414

イチノセ建設 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区屋形原３－１６－１０〒811-1351

一ノ瀬　貴政114948

TEL 050-5806-7051

九州重機（株） 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県久留米市梅満町１６２４－１－１１１〒830-0048

楠原　久弥114949

TEL 0942-80-7761

神和建設 －4002無個

と１
福岡県小郡市小郡８３４－４〒838-0141

水島　和明114950

TEL 0942-45-6100

（株）古澤組 1,000 －4002無法

土１
福岡県久留米市高良内町２１５－４〒839-0852

古澤　正幸114951

TEL 092-573-0886

梶原建設 －4001無個

建１
福岡県福岡市博多区板付５－７－４８－１〒812-0888

梶原　道晴114952

TEL 092-982-1411

浦田庭園設計事務所（株） 5,000 －4011無法

園１
福岡県太宰府市高橋５－２－１５〒818-0122

浦田　知裕114953

TEL 0948-23-6381

（株）ほなみ環境衛生工業 3,000 －4010有法

管１
福岡県飯塚市楽市７６４〒820-0074

平嶋　靖之114954

TEL 093-482-5739

江川工業（株） 1,000 －4008無法

管１機１
福岡県北九州市八幡西区陣山１－１－１５〒806-0012

江川　和輝114955

TEL 093-981-9695

〔和〕建築工房 －4008無個

建１
福岡県北九州市八幡西区馬場山１－６〒807-1136

平山　和宏114956

TEL 093-647-0479

（株）尼正築炉工業 3,000 －4008無法

タ１
福岡県北九州市八幡西区岩崎４－１３－３〒807-1153

大庭　一幸114957



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1602頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-866-0800

（有）足立電気工事 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市早良区田村２－１１－２０〒814-0175

足立　栄一114958

TEL 092-586-8504

（株）楓 5,000 －4001無法

防１
福岡県福岡市博多区東月隈５－１９－１１〒812-0854

石塚　慎也114959

TEL 092-409-3203

オリナス（株） 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－２５－２－５〒812-0013

平川　光明114960

TEL 092-834-4099

春口組 －4001無個

大１
福岡県福岡市早良区早良７－１３－１１〒811-1122

春口　宗義114961

TEL 092-233-1766

（株）ＩＡＢＯＬＥ 100 －4001無法

と１解１
福岡県福岡市博多区東比恵２－１３－１５－１Ｆ〒812-0007

田浦　憲治114962

TEL 092-791-3384

ウィンホールディングス（株） 10,000 －4001有法

電１
福岡県福岡市中央区赤坂１－１－５－４Ｆ〒810-0042

奈良田　秀行114963

TEL 092-710-3580

（株）ナインケース 5,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市早良区高取２－５－２９〒814-0011

植木　正順114964

TEL 092-834-6514

（株）ジェイビルド 5,000 －4001無法

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県福岡市早良区田隈３－９－８〒814-0174

浜水　純114965

TEL 0949-26-1747

（株）国スペースプロット 1,000 －4004無法

内１
福岡県直方市大字感田２２９０－６〒802-0001

松岡　征彦114966

TEL 0947-23-2787

奥永建設 －4009無個

と１
福岡県田川郡大任町大字大行事２０３０－１〒824-0512

奥永　正114967

TEL 0943-75-2690

（株）総合資材 6,000 －4002有法

と１
福岡県うきは市吉井町富永９１７－５〒839-1333

上村　福實114968

TEL 093-613-6535

（株）田中工務店 5,000 －4008無法

建１
福岡県北九州市八幡西区上上津役３－１４－２８〒807-0072

田中　良仁114969

TEL 092-407-5894

松屋工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区四箇田団地３７－６〒814-0176

松屋　芳宝114970



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1603頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-936-3767

（株）イトケン 1,000 －4001無法

内１
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１８５－４７〒811-2112

伊藤　優114971

TEL 092-863-0024

中村組 －4001無個

大１
福岡県福岡市城南区樋井川６－１２－２０－１０３〒814-0153

中村　亘宏114972

TEL 092-924-1300

（株）映光電気 5,000 －4011無法

電１
福岡県筑紫野市大字永岡９７９－１〒818-0066

宮川　龍114973

TEL 0943-23-0456

国武建設 －4007無個

建１
福岡県八女市前古賀２４４－５〒834-0054

國武　裕三114974

TEL 093-967-7870

（株）ノムラ 5,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市小倉北区金田２－７－４－１Ｆ〒803-0816

野村　俊祐114975

TEL 093-921-8312

（株）スプレッドホーム 5,000 －4008無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園３－１０－１４－２０１〒802-0814

渡邊　一正114976

TEL 093-616-2341

麻生（株） 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市八幡西区紅梅１－２－７－８０２〒806-0011

麻生　博文114977

TEL 092-335-2201

（株）トータルインテリア・真 100 －4001有法

内１
福岡県糸島市前原東３－１３－７６〒819-1119

浦　真紀114978

TEL 092-688-6710

（株）ＣＯＬＯＲＳ 5,000 －4001無法

塗１
福岡県福岡市東区和白１－１－３５〒811-0202

竹原　悟史114979

TEL 092-565-1515

ヒラキテント －4001無個

鋼１
福岡県福岡市南区老司３－７－３６〒811-1346

平木　良和114980

TEL 092-607-5919

（株）ＯＫ 5,000 －4001無法

と１
福岡県福岡市東区和白６－１３－６〒811-0202

岡﨑　健二114981

TEL 0948-80-7013

（株）イワデン 1,000 －4010無法

電１
福岡県飯塚市楽市２２１〒820-0074

岩下　真也114982

TEL 0944-72-1267

（株）ＳＵＮ－Ｋ 5,000 －4003無法

建１大１屋１タ１内１
福岡県柳川市田脇１５７－１〒832-0089

古賀　正基114983



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1604頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-555-8669

（株）ＲＥＡＬＬ 1,000 －4001無法

建１
福岡県福岡市東区高木２－２－２２〒815-0004

井手　淳也114984

TEL 092-836-8627

平野軽天 －4001無個

内１
福岡県福岡市西区太郎丸２－５－１１〒819-0384

平野　通隆114985

TEL 092-939-5211

西部ガスエネルギー（株） 480,000 －4001有法

管２
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁１－５－１〒811-2309

金井　昌道114986

TEL 092-409-3342

（株）福和 6,000 －4001無法

土１と１舗１水１
福岡県福岡市東区原田１－２０－１２－１０１〒812-0063

福山　和浩114987

TEL 092-260-5473

（株）祐輝設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市東区三苫５－５－１５〒811-0201

中村　祐人114988

TEL 0944-76-4508

田島建設 －4003無個

建１
福岡県柳川市大和町栄４２－１〒839-0252

田島　正臣114989

TEL 093-618-0209

直鞍商工（企） 2,615 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区楠橋南１－２２－２〒807-1143

飯野　健志114990

TEL 093-701-6388

（株）大博工業 1,000 －4008無法

左１
福岡県遠賀郡岡垣町大字海老津１０００〒811-4231

下川床　博行114991

TEL 093-482-7300

（株）ＮＥＸＴ－ＮＥＴ 5,000 －4008無法

通１
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬５－４－１４〒807-1261

中村　徹114992

TEL 093-616-9220

（株）ミナミ 2,000 －4008有法

建１
福岡県北九州市八幡西区市瀬２－２－２１〒806-0063

南　晴美114993

TEL 093-283-0262

（有）若宮産業 230 －4008無法

と１
福岡県遠賀郡岡垣町大字上畑２２０－１０〒811-4232

若宮　国明114994

TEL 093-383-0781

（株）あさひ 1,000 －4008無法

園１
福岡県北九州市小倉南区曽根新田北３－６－８〒800-0219

森岡　純一114995

TEL 092-410-7497

（株）武井組 1,000 －4001無法

土１と１舗１
福岡県糟屋郡新宮町夜臼４－１－２４－１０１〒811-0110

武井　翔平114996



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1605頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-609-9962

（株）翼工業 100 －4001無法

と１
福岡県糟屋郡志免町南里２－７－３〒811-2207

井上　翼114997

TEL 093-776-7813

（株）奏 1,000 －4008無法

と１
福岡県北九州市門司区猿喰１１００－１〒800-0102

栁　雅和114998

TEL 092-271-7550

（株）エヌプロ 1,000 －4001無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県福岡市博多区竹丘町２－４－２７－１Ｆ〒812-0034

諸永　文敏114999

TEL 0942-64-9672

（株）那珂建設工業 1,100 －4002無法

土１
福岡県久留米市蛍川町７－９－１１０３〒830-0015

岡澤　正宣115000

TEL 0944-72-3604

白谷工務店 －4003無個

建１
福岡県柳川市有明町９６２－２〒832-0054

白谷　年行115001

TEL 0944-64-6001

（株）とも工業 5,000 －4003無法

土１と１舗１
福岡県みやま市高田町竹飯１６６６－１〒835-0135

渡辺　幸子115002

TEL 092-408-3027

（株）みらいえ 10,000 －4011有法

建１タ１内１
福岡県筑紫野市杉塚１－１－３６〒818-0054

児玉　勇市115003

TEL 092-586-8260

（株）あすと 3,000 －4011有法

電１通１
福岡県春日市上白水６－１５５〒816-0844

松本　達也115004

TEL 092-980-6564

諸藤工業 －4011無個

板１
福岡県那珂川市今光１－７５〒811-1211

諸藤　義幸115005

TEL 0943-80-4080

（株）Ｏ－ＴＥＣ 1,000 －4002無法

電１
福岡県うきは市浮羽町三春２５３９－２〒839-1407

大坪　隆幸115006

TEL 0942-37-2200

（株）三国建装 1,000 －4002無法

建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
福岡県久留米市諏訪野町２３５５－１〒830-0037

白木　栄次115007

TEL 092-401-1651

（株）ＦＴＮ 500 －4001有法

建１
福岡県福岡市早良区小田部１－１７－１〒814-0032

仁田原　正義115008

TEL 092-692-8994

カタヤマ空調（株） 1,000 －4001無法

管１
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘７－６－８〒811-2108

片山　寛115009



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1606頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-803-0100

（株）タイガ設備 5,000 －4001無法

管１
福岡県福岡市早良区東入部８－７－３〒811-1102

川浪　正浩115010

TEL 093-967-1370

（合）アイユー施工 200 －4008無法

園１
福岡県北九州市小倉北区片野４－１０－１－２０２〒802-0064

梅田　福太郎115011

TEL 093-982-1802

西日本防蝕（株） 5,000 －4008無法

塗１防１
福岡県北九州市若松区高須南２－１－１７〒808-0145

梁井　正美115012

TEL 093-982-8960

足立技研 －4008無個

建１大１と１屋１タ１内１
福岡県北九州市八幡西区則松４－６－２１〒807-0831

足立　正春115013

TEL 093-235-0644

（株）ＳＫホールディングス 50,000 －4008有法

建２大２屋２タ２鋼２内２
福岡県北九州市小倉南区上石田１－６－３５－１０３〒802-0833

小清水　紗羅115014

TEL 093-661-1221

（株）アステック入江 100,000 －4008有法

土１建１電１管１鋼１塗１防１機１
福岡県北九州市八幡東区西本町３－１－１〒805-8507

髙橋　正幸115015

TEL 093-293-7083

二宮住宅 －4008無個

大１
福岡県遠賀郡遠賀町大字鬼津２７４６－５〒811-4341

二宮　満夫115016

TEL 092-558-2315

春日建設（株） 8,000 －4011無法

土１と１石１舗１水１
福岡県春日市春日原北町３－２３〒816-0802

松谷　幸夫115017

TEL 093-953-7480

（株）千建設 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市小倉北区小文字１－２－３０〒802-0037

堀下　友和115018

TEL 093-980-6660

（株）エスケイワイ 6,000 －4008有法

機１解１
福岡県北九州市戸畑区浅生３－５－１８〒804-0062

堤　基宏115019

TEL 093-618-6143

マスダ空調 －4008無個

管１
福岡県北九州市八幡西区金剛３－４－５〒807-1263

升田　雄一115020

TEL 093-471-5833

リアライズ －4008無個

電１
福岡県北九州市小倉南区葛原３－１５－３〒800-0251

長本　大地115021

TEL 092-952-9762

大亜空調 －4011無個

管１
福岡県那珂川市中原２－１２４－７０１〒811-1213

田中　信二115022



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1607頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 092-922-3031

雄大園芸 －4011有個

園１
福岡県太宰府市水城４－２７－１２〒818-0131

溝田　知弘115023

TEL 092-588-5880

（株）ブロード・コミュニケーションズ 40,000 －4001有法

通１
福岡県福岡市博多区竹丘町２－１－８〒812-0878

森本　和夫115024

TEL 0943-43-5061

（株）Ｍｂｕｉｌｄ 5,000 －4007無法

大１
福岡県八女市鵜池８２－２〒834-0055

松尾　浩良115025

TEL 092-555-4248

セイシンネットワークデザイン（株） 10,000 －4001無法

建１内１
福岡県福岡市南区若久５－４３－１９〒815-0042

千々松　照雄115026

TEL 092-931-5508

（株）基創建 500 －4001無法

電１
福岡県糟屋郡篠栗町田中１９７－１１〒811-2416

田村　直基115027

TEL 0948-80-5383

（株）勇建 5,000 －4010無法

大１と１
福岡県飯塚市目尾８７３－５〒820-0062

畑　勇樹115028

TEL 0949-42-0125

（有）中川ゴム工業所 1,000 －4004有法

機１
福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧曲ノ手１９７〒807-1311

中川　久義115029

TEL 093-881-1754

（株）髙野工務店 1,000 －4008無法

左１
福岡県北九州市戸畑区菅原２－１２－５〒804-0044

髙野　秀征115030

TEL 093-882-8003

ソウゾウカンホーム －4008無個

建１
福岡県北九州市戸畑区幸町４－３〒804-0084

田代　裕三115031

TEL 093-616-1195

技昭工業（株） 3,000 －4008無法

土１と１舗１
福岡県北九州市八幡西区楠橋西２－９－５４〒807-1145

原　秀昭115032

TEL 093-701-9061

（株）オリオ工機 5,000 －4008無法

機１
福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚１３１２－２〒811-4213

林　裕樹115033

TEL 093-752-1580

（有）若松合同海運 3,000 －4008有法

土１と１し１
福岡県北九州市若松区浜町２－１９－７〒808-0024

尾池　義博115034

TEL 093-981-3601

（株）ＬＢＳ 1,000 －4008無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
福岡県北九州市八幡西区萩原１－１１－２５〒806-0059

李　鳳秀115035



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　

1608頁

福岡県
知事許可

【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-391-1757

住宅施工シック －4008無個

建１大１
福岡県北九州市門司区下馬寄１５－２４〒800-0051

藤井　弘樹115036

TEL 0942-48-4555

（株）環境サポート 5,500 －4002有法

解１
福岡県小郡市上岩田７６９〒838-0121

野﨑　千尋115037

TEL 0942-72-2077

佐藤建設（株） 5,000 －4002無法

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県小郡市赤川２５８〒838-0135

佐藤　謙二115038

TEL 09496-2-7975

ＰＷ建設 －4004無個

土１と１石１鋼１舗１し１水１
福岡県鞍手郡小竹町大字新多１４１９－８〒820-1104

清水　竜一115039

TEL 092-332-0753

（株）ネクストシステム 9,000 －4001無法

管１消１
福岡県糸島市前原東１－６－７１－２Ｆ〒819-1119

安達　卓115040

TEL 092-409-8375

（株）Ｌａｂｅｌ　Ｄｅｓｉｇｎ 5,000 －4001有法

建１大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須８０－３〒811-2305

萱野　桂一115041

TEL 092-874-9007

（株）ホームドクター美雲 5,000 －4001無法

建１大１左１と１屋１タ１板１塗１防１内１
福岡県福岡市早良区飯倉６－３－４２〒814-0161

前田　繁彦115042

TEL 092-936-4165

井上組 －4001無個

大１と１
福岡県糟屋郡志免町片峰４－２－１３〒811-2245

脇田　健吾115043

TEL 092-284-0147

（株）ロッキー・システム・サポート 3,500 －4001有法

機１
福岡県福岡市博多区山王１－１５－１５〒812-0015

永山　良一115044

TEL 092-891-0859

（株）スピード 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市西区小戸１－２９－５〒819-0001

南原　吉龍115045

TEL 0948-23-2722

Ｆ・Ｒ・Ｋ －4010無個

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県飯塚市高田４６－４〒820-0079

鎌田　和早115046

TEL 0948-22-8502

（株）九州ハイテク 4,000 －4010無法

管１機１
福岡県飯塚市菰田東２－１－３２〒820-0016

入江　正則115047

TEL 093-980-3113

アイズ空調サービス －4008無個

電１管１
福岡県中間市通谷４－１－７〒809-0018

鹿田　誠一郎115048



建　　設　　業　　許　　可　　業　　者　　名　　簿
令和 4年 3月末日 現在　　
令和 4年 4月 1日 出力　　
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福岡県
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【許可条件】【資本金額（千円）】【兼業】【法／個】【代表者氏名】【商　号　名　称】【許可番号】 【土木コード】

TEL 093-602-0835

（株）Ｔａｎｉｍｏｔｏ 1,000 －4008無法

機１
福岡県北九州市八幡西区本城東４－１４－８－１０１〒807-0815

谷本　隆司115049

TEL 093-963-1933

（株）信成工業 1,000 －4008無法

建１と１管１
福岡県北九州市小倉南区鷹羽台２８－１４〒802-0986

津﨑　信也115050

TEL 0942-64-9237

田口塗装（株） 5,000 －4002無法

塗１
福岡県久留米市青峰２－１８－１１〒839-0853

田口　雅宣115051

TEL 0942-65-9563

（株）建匠 5,000 －4002無法

建１
福岡県久留米市篠山町１７９－３〒830-0021

溝尻　博士115052

TEL 0949-42-1078

（株）タナチョー福北センター 43,000 －4004無法

ガ１
福岡県鞍手郡鞍手町新延４４８－８〒807-1305

田中　廣115053

TEL 092-738-9099

（株）アポロ計画 10,000 －4001有法

建１内１
福岡県福岡市中央区大手町３－１２－１２〒810-0074

松山　真介115054

TEL 092-943-9688

（株）Ｙ・Ｃエクステリア 1,000 －4001無法

と１
福岡県古賀市今の庄２－１９－５〒811-3117

池見　繁雄115055

TEL 092-984-3427

（株）伊藤建装 3,000 －4001無法

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
福岡県糟屋郡宇美町宇美５－６－１〒811-2101

伊藤　隆裕115056

TEL 092-821-5447

Ｋ’ ｓリモデル －4001無個

内１
福岡県福岡市中央区六本松４－３－１１〒810-0044

烏山　浩司郎115057

TEL 092-836-8614

（株）結誠社 1,000 －4001有法

電１通１
福岡県福岡市南区鶴田４－４８－４〒811-1352

有吉　哲也115058

TEL 092-707-6812

出口防水工業 －4001無個

防１
福岡県福岡市早良区梅林７－１６－６１〒814-0172

出口　大作115059

TEL 092-210-0004

（株）河本組 5,000 －4001無法

タ１
福岡県福岡市早良区賀茂１－５１－２５〒814-0164

河本　賢司115060

TEL 092-791-6231

（株）ストックデザインラボ 1,000 －4001有法

建１
福岡県福岡市中央区春吉３－２３－２７－４０２〒810-0003

北嵜　剛司115061
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TEL 092-771-8000

（株）総合企画３２６ 9,500 －4001有法

建１大１屋１タ１内１
福岡県福岡市中央区荒戸２－３－３７－１０５〒810-0062

中村　武生115062

TEL 092-707-8612

ボックス・ワン（株） 5,000 －4001有法

内１
福岡県福岡市博多区金の隈１－２３－１７－Ｂ－１〒812-0863

長谷部　大樹115063

TEL 092-586-9542

（株）宇美エンジニアリング 3,000 －4001無法

電１
福岡県福岡市博多区諸岡３－２５－２－３〒812-0894

松竹　克也115064

TEL 0948-52-3580

Ｒｅプロジェクト（株） 5,000 －4010無法

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
福岡県飯塚市忠隈７１－４〒820-0071

岩本　達也115065

TEL 0948-92-1106

東生テクノ（株） 5,000 －4010無法

電１管１機１
福岡県飯塚市勢田１０３８－１３〒820-1111

大塚　肇115066

TEL 092-204-7131

寶組 －4001無個

大１
福岡県福岡市南区井尻２－４０－２７－２０１〒811-1302

古賀　弘晃115067

TEL 092-982-0735

井上防水工業（株） 5,000 －4011無法

防１
福岡県大野城市南ヶ丘６－１７－１８〒816-0964

井上　進115068

TEL 092-592-0388

（株）エールスペック 5,000 －4001無法

土１管１機１水１消１
福岡県福岡市南区横手南町２２－１－２０５〒811-1312

本村　雅彦115069

TEL 092-571-3777

（株）進純技工 5,000 －4001無法

と１塗１防１
福岡県福岡市博多区春町１－２－２４〒812-0872

新井　純治115070

TEL 0943-37-0143

針組 －4007無個

土１舗１
福岡県八女市立花町谷川１２４９－１〒834-0074

針　日出光115071


