
公益財団法人　福岡市施設整備公社

令和４年度　～　６年度
（令和４年１０月１日更新）

緊 急 工 事 店 指 定 業 者 名 簿



1

会　社　名 電話 所　在　地

（有）荒川工務店 603-2723 福岡市東区大岳2-4-21

板谷建設 292-5173 福岡市東区原田1-8-38

（有）井上住建 691-2550 福岡市東区土井4-6-26

（有）九州ホームリビング 292-5643 福岡市東区原田4-23-5

（株）協栄建設 683-3515 福岡市東区大字香椎早田483-53

（有）サンコービルド 629-0294 福岡市東区八田2-30-15

須河内建設 603-0449 福岡市東区大岳3-7-2

（有）須藤友規工務店 691-4661 福岡市東区八田2-22-18

創技建 662-4936 福岡市東区下原2-23-62

中川工務店 623-7422 福岡市東区多の津4-21-8

宮﨑本店 691-2740 福岡市東区青葉7-1-15

会　社　名 電話 所　在　地

飯田建設（株） 441-3805 福岡市博多区東比恵3-16-14

石村工務店（株） 291-0063 福岡市博多区下呉服町5-21

（株）イバックス 632-5256 福岡市博多区堅粕1-1-6(6-8)

九州ビル興業（株） 472-5218 福岡市博多区榎田1-9-1

（株）九和九創 292-8298 福岡市博多区那珂1-46-19

青南建設（株） 431-5102 福岡市博多区那珂1-35-17

装友（株） 414-3351 福岡市博多区住吉4-4-3-303

（株）チュウマン建企社 593-1188 福岡市博多区板付7-5-2-301

德田建設（株） 292-2278 福岡市博多区那珂4-23-1-4

（有）名越工務店　 291-1934 福岡市博多区御供所町10-40-1

豊和建設（株） 292-0836 福岡市博多区吉塚3-17-17

（株）松田工務店 281-2456 福岡市博多区奈良屋町11-18

会　社　名 電話 所　在　地

（株）アティード建築舎 718-8883 福岡市中央区舞鶴1-4-1

稲永工務店 531-6628 福岡市中央区小笹3-17-8

㈲オオスミ 761-1297 福岡市中央区天神4-1-23

（株）神田工務店 761-2445 福岡市中央区地行1-11-6

（有）岸浦工務店 522-1428 福岡市中央区小笹4-21-1

（株）ＣＲＥＡＴＥ 737-6665 福岡市中央区天神4-4-30

（有）建築工房タカ 531-2781 福岡市中央区薬院4-13-29　G4

（株）白石建設 712-1577 福岡市中央区今泉1-3-11

橋本建設（有） 771-4495 福岡市中央区赤坂2-5-40

福唐建設（有） 715-0641 福岡市中央区長浜2-4-227

（株）ホームライク 717-5151 福岡市中央区薬院1-13-8

（株）松隈住建 531-1919 福岡市中央区平尾5-18-12

（株）山田建設工業 761-3570 福岡市中央区薬院1-13-8

建　　築　（東　区）

建　　築　（博多区）

建　　築　（中央区）
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会　社　名 電話 所　在　地

（株）アイプランニング 210-6183 福岡市南区曰佐3-32-11

（株）稲葉工務店 551-2208 福岡市南区長住2-5-24

（有）印口繁工務店 566-0842 福岡市南区柏原1-43-13

（株）川西建設 555-9000 福岡市南区中尾1-19-4

川野建設 565-1117 福岡市南区柏原7-805-6

げんき住宅（株） 501-7743 福岡市南区警弥郷3-44-19

（株）晃建 566-2841 福岡市南区柏原4-10-1

江田建設 581-8284 福岡市南区横手3-6-12

（有）喬洲開発 512-1895 福岡市南区柳河内2-7-18

（株）中村政工務店 565-4674 福岡市南区屋形原3-33-5

（株）永本建設 581-7766 福岡市南区日佐3-32-22

フェイス技建（株） 586-5311 福岡市南区柳瀬1-31-4

富士建設（株） 558-1233 福岡市南区井尻5-8-11

（有）松屋工務店 516-8614 福岡市南区桧原2-45-29-202

（有）松吉繁工務店 541-4843 福岡市南区長丘4-16-10

（株）守田工務店 561-2523 福岡市南区三宅3-16-39

祐榮建設（有） 566-1808 福岡市南区鶴田4-16-7

会　社　名 電話 所　在　地

（株）アート・スタッフ 866-1118 福岡市城南区梅林1-13-3

（株）五十嵐工務店 801-3788 福岡市城南区大字梅林495-1

（株）カネモ 871-7255 福岡市城南区片江1-23-2

（有）キューケン 863-7110 福岡市城南区樋井川2-10-13

田口工務店 871-3974 福岡市城南区片江3-28-8

（有）冨永建設 862-5786 福岡市城南区樋井川1-22-11

（有）學建設 821-7418 福岡市城南区茶山1-1-12

（有）森工務店 862-4750 福岡市城南区樋井川2-26-6

モリタ企画産業（株） 831-3289 福岡市城南区別府2-12-3

（株）山田亘工務店 851-8509 福岡市城南区七隈1-5-5

（有）優建設 865-0375 福岡市城南区友丘2-2-16

（有）ユーシン 862-3585 福岡市城南区樋井川6-7-13

（有）吉松工務店 542-7061 福岡市城南区樋井川3-13-5

会　社　名 電話 所　在　地

アニィホーム（株） 841-5833 福岡市早良区飯倉3-38-3

（株）エム・アイ工房 845-1211 福岡市早良区小田部1-32-3

（有）岡久建設 801-1707 福岡市早良区賀茂2-42-7

尾﨑建設（株） 804-4324 福岡市早良区脇山1-6-16

クローバー技建（株） 874-1832 福岡市早良区野芥5-38-28

コジマ住建 812-0248 福岡市早良区四箇6-24-29

（有）櫻井建装社 862-4616 福岡市早良区野芥5-28-10

（有）仁徳建設 822-3873 福岡市早良区西新3-10-17-201

清家建設（株） 822-1150 福岡市早良区昭代2-7-5

谷口建設（株） 804-5852 福岡市早良区早良1-15-24

ピープルホーム樋口組 803-0660 福岡市早良区東入部1-13-43

平山建設（株） 861-1537 福岡市早良区次郎丸6-8-17

（株）フルハウス 865-3740 福岡市早良区次郎丸5-18-25

（有）松井工務店 847-1938 福岡市早良区小田部3-25-26

（有）宮坂工務店 844-5663 福岡市早良区有田2-30-1

（有）吉川建設 804-2523 福岡市早良区内野2-9-5

吉川建築工房 861-3079 福岡市早良区野芥6-29-25-3

（株）ワイ・エス・ケイ 863-7216 福岡市早良区干隈5-15-32

建　　築　（南　区）

建　　築　（城南区）

建　　築　（早良区）
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会　社　名 電話 所　在　地

（株）アオキ建設 805-3888 福岡市西区大字飯氏901-1

（有）荒川工務店 811-0006 福岡市西区野方3-1-51

（株）エフ・ピー・エス 407-3146 福岡市西区愛宕浜4-4-3

大坪建設 891-3561 福岡市西区小戸3-54-29

（有）岡部工務店 707-5228 福岡市西区小戸4-2-7

（有）久保田建設 881-2473 福岡市西区生の松原4-21-10

山栄建設（株） 707-5818 福岡市西区愛宕3-1-17

（株）サン創建 894-7832 福岡市西区戸切1-2-34

秀榮建設（株） 883-1240 福岡市西区小戸4-19-5

大福建設（有） 811-5561 福岡市西区大字飯盛585-1

釣川工務店（株） 807-8833 福岡市西区今宿青木390-20

中尾正工務店 806-2716 福岡市西区今津1530-1

（株）長谷部組 891-5584 福岡市西区姪浜駅南4-20-5

（株）ビー・エイド中西 807-5866 福岡市西区飯氏935-6

フクシ（株） 834-6020 福岡市西区横浜3-27-24

（有）プラン・ド・エム 807-5340 福岡市西区今宿青木1059-13

（株）正勝工務店 881-1731 福岡市西区生の松原4-2-4

（有）松岡工務店 811-6063 福岡市西区室見が丘1-2-2

（有）ＹＫスピリッツ 806-6396 福岡市西区横浜1-13-1

会　社　名 電話 所　在　地

旭日保安工業（有） 624-7877 福岡市東区社領3-14-27

オダギリ（株） 606-9381 福岡市東区塩浜1-10-12-103

金蔵保安（株） 410-2590 福岡市東区多々良2-2-5

（有）クリヤマ 691-7900 福岡市東区土井2-13-12-305

（有）進隆組 519-1576 福岡市東区奈多2-6-18

西部安全施設工業（株） 629-6133 福岡市東区多の津4-2-46

セーフティーロード（株） 629-5560 福岡市東区松島4-7-7

日本ディックライト（株） 622-1528 福岡市東区多の津5-1-6

福岡ロードエンタープライズ（有） 663-3781 福岡市東区下原2-2-5

筑豊金網工業（株） 477-2511 福岡市博多区冷泉町1-6

塚本商事機械（株）九州支店 411-5086 福岡市博多区博多駅南3-1-1

双葉工業（株） 504-5005 福岡市博多区金の隈2-1-30

アルテック（株） 580-8277 福岡市博多区金の隈2-20-64

（株）小財エクステリア販売 710-6444 福岡市博多区博多駅南6-2-20

（株）西嶋金網製作所 612-7000 福岡市中央区荒戸3-1-2

内野金網（株） 408-8111 福岡市南区清水4-6-7

太陽工業（株） 501-7720 福岡市南区弥永2-9-18

東豊道路機材（株） 561-1578 福岡市南区屋形原1-15-15

（株）緑建コーポレーション 565-6332 福岡市南区桧原7-53-17

（株）タナテック 863-3884 福岡市早良区賀茂2-20-26

ノムラロードメンテナンス 985-8403 福岡市早良区田隈1-2-25-3

（有）金沢産業 882-6996 福岡市西区下山門3-9-28

大東金属（株） 883-9355 福岡市西区福重5-16-12

（株）ニシフク 881-7860 福岡市西区上山門3-5-26

建　　築　（西　区）

フ ェ　ン　ス
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会　社　名 電話 所　在　地

アリマ電光 986-3090 福岡市東区雁の巣2-41-14

（有）映光社 661-4631 福岡市東区八田3-28-18

（株）オーム電設工業 691-3311 福岡市東区土井1-20-35

小川電気 609-9947 福岡市東区大字志賀島1298-169

（株）幸伸電気 627-5970 福岡市東区原田4-17-3

坂本電工 405-8785 福岡市東区志賀島797

（株）志賀電設 607-5823 福岡市東区雁の巣2-15-40

（株）信栄 201-3115 福岡市東区松香台2-12-2

（有）デンセツ 682-2233 福岡市東区松崎2-9-12

（株）博電社 621-8427 福岡市東区原田1-28-18

（有）原竹電工 607-4669 福岡市東区塩浜1-13-16

原電機（株） 292-0220 福岡市東区松島4-8-38

（株）藤電気工事 662-6668 福岡市東区舞松原6-16-17

（株）ミヤモト電気　福岡東営業所 260-8534 福岡市東区多の津5-3-15

（株）山上電気商会 626-5115 福岡市東区多の津5-25-5

（有）山村電業 292-5758 福岡市東区箱崎1-2-1

よしてる電気 671-5318 福岡市東区名島5-68-30

会　社　名 電話 所　在　地

上野電設工業 504-4131 福岡市博多区立花寺2-21-15

（株）ENGEN 600-0170 福岡市博多区半道橋1-1-10

（株）川内電気商会 581-3955 福岡市博多区西春町2-2-18

玄洋電機（株） 586-6062 福岡市博多区井相田1-9-4

三和電氣工事（株） 474-3078 福岡市博多区那珂6-9-6

昭和電設工業（株） 586-5811 福岡市博多区光丘町1-2-27

親栄電業（株） 431-1629 福岡市博多区博多駅南5-31-31

（有）信電工社 581-9488 福岡市博多区麦野1-6-11

（株）西都電機商会 441-0005 福岡市博多区東比恵2-22-36

（有）田中電機製作所 621-8614 福岡市博多区吉塚8-7-35

（有）東光電設 441-7235 福岡市博多区東光2-14-25

冨永電業（株） 409-6003 福岡市博多区東那珂3-6-51

ナガノ電気（株） 589-3032 福岡市博多区東雲町4-2-17

（有）フジコムサービス 412-5368 福岡市博多区榎田1-4-50

（有）松浦電業社 482-0710 福岡市博多区那珂6-9-6

（有）松尾電工社 431-0756 福岡市博多区美野島2-11-11

𠮷𠮷松電装（株） 473-1076 福岡市博多区西月隈2-1-7

（株）リノプロテック 473-8621 福岡市博多区博多駅南5-18-20

会　社　名 電話 所　在　地

（株）アポロ電子 712-0755 福岡市中央区六本松2-11-8

桑本電気商会 751-3674 福岡市中央区桜坂1-5-2

興和電気工事（株） 721-1567 福岡市中央区大手門3-14-25

三幸電設（株） 714-4781 福岡市中央区薬院2-18-13

（株）福美電業社 751-7921 福岡市中央区草香江1-5-3

（有）吉原電機工業所 791-7100 福岡市中央区笹丘2-18-35

電　　気　（東　区）

電　　気　（博多区）

電　　気　（中央区）
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会　社　名 電話 所　在　地

（有）アポロ電気工事商会 561-6988 福岡市南区清水3-22-15

井上電気（株） 584-0005 福岡市南区曰佐5-23-2

（株）共電創 554-4600 福岡市南区清水4-4-1

西海電気工事（株） 593-1117 福岡市南区弥永5-10-14

（有）昇栄電工 558-7711 福岡市南区高木2-25-15

（株）杉山電設 566-0420 福岡市南区桧原7-58-23

（株）西日本電工 567-8050 福岡市南区花畑3-41-20

（株）毎日電興社 531-3653 福岡市南区高宮4-2-14

（株）真子電気 512-4378 福岡市南区大橋3-30-29

（株）ミマステクノシステム 566-7310 福岡市南区花畑2-6-8

（有）宮嶋電気商会 581-6737 福岡市南区高木2-24-8

（有）ムクモト電機 567-7102 福岡市南区花畑2-42-30

（有）山﨑電工 551-5896 福岡市南区西長住2-32-4

山菱電業（有） 581-1998 福岡市南区柳瀬1-9-10

（有）吉田電業 565-6913 福岡市南区屋形原3-27-18

会　社　名 電話 所　在　地

鹿島電機（株） 213-3320 福岡市城南区東油山5-15-29

（有）コスモ電気工業 871-2749 福岡市城南区神松寺2-3-12

彩備電気（株） 801-0063 福岡市城南区神松寺3-22-5

（有）三和商會 554-3783 福岡市城南区長尾3-13-11

（有）田中電工 864-2727 福岡市城南区東油山4-11-5

（株）西日本電業社 851-5311 福岡市城南区七隈1-3-5

西福電設工業（株） 863-6482 福岡市城南区梅林2-11-18

（有）福博電気工業 871-4363 福岡市城南区南片江2-24-2

（有）本多電気設備 865-0188 福岡市城南区七隈7-16-30

会　社　名 電話 所　在　地

一大電気工事店 804-3611 福岡市早良区東入部2-21-1

井上電気工事店 804-5360 福岡市早良区内野1-8-16

木下電気商会 821-2264 福岡市早良区南庄2-10-18

光栄電工（株） 841-1571 福岡市早良区昭代2-11-13

（株）成電社 822-2917 福岡市早良区原5-22-15

（株）電広舎 803-0787 福岡市早良区重留5-3-6

東興電気工業（株） 865-2164 福岡市早良区野芥7-36-14

日成工業（株） 804-8850 福岡市早良区西入部1-14-3

（有）福晃電業社 982-8278 福岡市早良区飯倉2-5-40

前田電機商会 871-4910 福岡市早良区田村5-7-3

（株）らっく商会 831-1244 福岡市早良区原4-26-35

電　　気　（城南区）

電　　気　（早良区）

電　　気　（南　区）
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会　社　名 電話 所　在　地

（株）秋山電気商会 806-0127 福岡市西区今宿2-1-4

ＦＤシステム（株） 891-3268 福岡市西区福重3-5-6

（株）カヤシマ電気工事 881-3362 福岡市西区愛宕南2-6-31

（有）工田電気工業 807-1783 福岡市西区今宿青木100-4

（株）こおたけ電気設備 884-1595 福岡市西区福重2-5-16

（有）白水電気工事商会 881-0146 福岡市西区姪浜駅南4-2-10

（株）新電工 881-2123 福岡市西区姪の浜2-24-24

（有）辻野電気工事 894-3511 福岡市西区姪浜駅南3-11-22

（有）水流電気工事 407-3677 福岡市西区生の松原1-10-13

（株）中島電気 806-0688 福岡市西区大字千里330-7

（株）西嶋電業 986-3788 福岡市西区姪の浜3-31-13

パシオン（株） 805-1444 福岡市西区今宿1-4-5

（有）ヒトシ電気工事店 806-7971 福岡市西区周船寺3-5-34

マツフジ 982-7696 福岡市西区生松台3-13-19

（有）米川電業社 883-6311 福岡市西区拾六町2-18-1

立東電機（株） 807-3410 福岡市西区大字徳永384-8

会　社　名 電話 所　在　地

（株）アイディコレクション 710-7745 福岡市東区多の津4-18-27

アクアテック（株） 710-7684 福岡市東区松島3-14-8

（株）アクエアー 260-7298 福岡市東区松島3-14-6

（有）亜細亜設備工業 621-7274 福岡市東区社領1-5-12

有田設備（株） 641-1661 福岡市東区箱崎4-11-21

（株）飯野テクニカルサービス 981-2544 福岡市東区原田1-42-5-102

（有）今泉設備工業 606-2609 福岡市東区雁の巣1-5-11

上政工業（株） 612-5121 福岡市東区松島1-24-7

（有）エイセイ協同 621-4516 福岡市東区松島1-4-19

（有）栄和工業所 611-2590 福岡市東区多の津5-2-25

（株）おさむ工房 719-0822 福岡市東区奈多3-1-45

（株）鬼木商店 651-2140 福岡市東区馬出5-36-41

（株）機創工業 260-3685 福岡市東区原田2-31-2

（株）九州空調 662-9391 福岡市東区多々良2-31-30

共延工業（株） 643-7311 福岡市東区箱崎ふ頭5-7-5

（有）坂口設備工業 608-0131 福岡市東区和白6-3-14

（株）サンエスト設備 260-9399 福岡市東区箱崎ふ頭4-10-7

昭星電業（株） 622-1041 福岡市東区二又瀬新町6-22

（有）成管工業 622-9166 福岡市東区多の津4-3-19

（株）たから 661-9644 福岡市東区若宮4-14-18

拓馬商会 607-1681 福岡市東区和白東2-1-38

ＴＳＥ（株） 410-8440 福岡市東区松崎1-16-11

（株）デック 400-7887 福岡市東区多の津4-4-12

（株）トウテック 623-7575 福岡市東区多の津5-11-11

（株）博東設備工業 641-1003 福岡市東区馬出2-5-5

（株）富士洗管 611-2244 福岡市東区松島6-2-18

（株）フジネツ工業 622-1120 福岡市東区松島1-15-29

北東工業（株） 409-8490 福岡市東区原田1-6-1-2

美和工業（株） 662-8381 福岡市東区松崎4-6-31

（有）森弘設備工業所 681-0643 福岡市東区松崎1-17-24

（株）蘭設備プランニング 626-9333 福岡市東区多の津1-14-1

管　（東　区）

電　　気　（西　区）
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会　社　名 電話 所　在　地

（株）アルック 432-0110 福岡市博多区博多駅前2-17-15

（株）石田設備 621-0080 福岡市博多区吉塚1-34-2

（株）エアーテック 432-8787 福岡市博多区東比恵3-20-9

ＮＳＫ（株） 482-1620 福岡市博多区上牟田1-25-31

（株）嘉村 558-0380 福岡市博多区井相田2-10-28

（株）環衛サービス 475-8818 福岡市博多区博多駅東1-2-23

（有）九州設備工業 431-0861 福岡市博多区竹下2-5-23

（有）九州フォーテック 483-1418 福岡市博多区豊1-8-20　FKﾋﾞﾙ2号室

（株）九州レイキシステムズ 414-3848 福岡市博多区博多駅南3-21-2

楠原工業（有） 651-6677 福岡市博多区堅粕1-20-19

（株）クリアライト 472-0011 福岡市博多区東那珂1-2-11

ケイテック（株） 292-1877 福岡市博多区月隈1-1-1

（有）ケンユウ産業 612-7456 福岡市博多区空港前2-19-7

（株）コスモリサーチ 575-0651 福岡市博多区春町2-8-9

（株）三恵 558-8001 福岡市博多区板付4-10-7

サンリツ工業（株） 472-0710 福岡市博多区堅粕4-22-29

（株）サンレイ空調 612-6556 福岡市博多区吉塚2-1-25

（有）篠﨑冷熱工業 431-0654 福岡市博多区博多駅前1-24-27

（有）上下水道開発 472-3681 福岡市博多区竹下1-16-26

（株）新盛 291-1266 福岡市博多区下呉服町4-33

セイコーエアコン（株） 558-8488 福岡市博多区浦田1-11-10-101

（有）東九設備サービス 575-4681 福岡市博多区板付7-7-40

（株）美化 431-6108 福岡市博多区博多駅前3-2-8

（有）深江工業所 291-3182 福岡市博多区下呉服町7-5

（有）福冷機工 558-0005 福岡市博多区東月隈4-7-4

瑞穂工業（株） 451-4500 福岡市博多区上牟田1-25-31

（有）山口冷凍工業 474-3124 福岡市博多区東比恵3-16-10

ユニオン（株） 402-0607 福岡市博多区板付1-5-10

（株）リョーテック 411-6002 福岡市博多区博多駅南1-8-13

（有）ワイ・エム・エス 452-1620 福岡市博多区上牟田1-25-31

会　社　名 電話 所　在　地

（株）ＨＹ設備 791-5086 福岡市中央区天神2-14-38

（株）九州神野 523-1861 福岡市中央区平和3-10-23

九州ビルウェア（株） 717-1277 福岡市中央区天神3-10-20

山陽設備工業（株） 741-2813 福岡市中央区六本松2-1-1

三和冷暖房（株） 521-6435 福岡市中央区平尾3-10-14

（株）白金 531-2872 福岡市中央区白金1-16-19

（株）設備保守センター 521-1139 福岡市中央区高砂2-10-1

（株）テクノ技研 713-0033 福岡市中央区大手門2-9-23

（株）花田設備 761-2172 福岡市中央区春吉3-25-18

（有）平野設備 751-6640 福岡市中央区今川2-6-28

（株）フクデン 522-6650 福岡市中央区清川2-12-4

（株）ミズホ技研 713-8125 福岡市中央区天神5-1-15-303

（株）令和テック 401-1552 福岡市中央区天神2-14-38

管　（博多区）

管　（中央区）
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会　社　名 電話 所　在　地

（有）阿部商会 565-8823 福岡市南区花畑2-24-9

（株）エイショウ 511-6905 福岡市南区長住5-1-5

（有）榮進設備工業所 566-0734 福岡市南区柏原1-7-7

（有）英友工業 710-2626 福岡市南区老司5-40-33

尾形設備工業（有） 541-2575 福岡市南区野間4-36-19

（有）川上設備工業所 554-8100 福岡市南区塩原4-10-23-1

九電テクノシステムズ（株） 551-1776 福岡市南区清水4-19-18

（株）佐伯工業 541-9646 福岡市南区野多目1-5-3

三光熱学工業（株） 526-7771 福岡市南区大楠1-28-23

（株）昭和工業 574-1336 福岡市南区横手4-18-39

総合メンテ（株） 710-3330 福岡市南区西長住1-10-14

（株）徳永設備工業 585-5745 福岡市南区的場2-25-5

（株）ビトーテック 554-3003 福岡市南区清水4-9-3

（有）福岡冷暖房機商会 567-0055 福岡市南区老司3-41-32

福装冷機（有） 566-7475 福岡市南区鶴田4-15-30

（有）瑞穂空調 554-6611 福岡市南区大橋3-15-9

会　社　名 電話 所　在　地

（株）エール 871-1010 福岡市城南区茶山4-11-7

（株）﨑元空調 865-5557 福岡市城南区長尾4-3-16

（有）セレクトサンセイ 821-2486 福岡市城南区茶山1-4-27

鶴田工業（株） 531-4343 福岡市城南区長尾3-27-23

（株）那須工業 851-7471 福岡市城南区別府7-11-31

会　社　名 電話 所　在　地

（株）秋吉住設 407-6609 福岡市早良区干隈3-1-2

（有）伊藤商会 865-2220 福岡市早良区四箇6-29-3

（株）エイト企画 871-4377 福岡市早良区有田5-16-16

エース設備（有） 405-9530 福岡市早良区城西2-3-15

（株）大慶ビルド 865-3070 福岡市早良区野芥6-51-35

（株）鹿毛工業 801-3378 福岡市早良区飯倉8-4-25

（有）古藤冷熱機工 407-5255 福岡市早良区四箇田団地17-104

（有）佐藤商会 872-3070 福岡市早良区東入部1-2-47-203

（株）サンセツ 803-1641 福岡市早良区早良4-33-10

信和工業（株） 873-1224 福岡市早良区田隈2-8-24

（株）水設 400-0028 福岡市早良区有田4-32-11

田井設備（株） 834-3350 福岡市早良区有田4-32-11

（有）寺崎設備工事店 831-4048 福岡市早良区原4-20-30

（株）長濱住設 804-7831 福岡市早良区重留7-15-20

（有）ナラザキ住設 400-0830 福岡市早良区四箇2-7-11

（株）日栄設備 861-2572 福岡市早良区野芥2-29-3

颯設備システム（株） 862-6399 福岡市早良区野芥7-2-46

プラスワン（株） 400-8077 福岡市早良区小田部2-14-5-202

宝満設備工業（株） 871-9737 福岡市早良区次郎丸4-10-55

ミューシステム（株） 874-1080 福岡市早良区賀茂2-5-35

（株）ユウキシステム 204-1314 福岡市早良区東入部8-8-54

（株）ユノキ設備 811-2911 福岡市早良区四箇1-8-48

ﾛｰﾄ･ﾙｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ（株）福岡 841-3110 福岡市早良区曙1-5-18

管　（城南区）

管　（早良区）

管　（南　区）
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会　社　名 電話 所　在　地

（有）青木工業所 836-9698 福岡市西区野方3-5-34

伊都工業（株） 836-5082 福岡市西区野方4-33-16

エトウ工業（株） 807-0547 福岡市西区今宿町282-5

（株）エヌテック 883-5920 福岡市西区石丸1-10-10

鑑工業（株） 834-3303 福岡市西区野方5-17-10

久保設備建設 881-9743 福岡市西区生の松原4-28-4

（株）建工九州 807-7774 福岡市西区横浜1-1751

（株）サン・アルファ・システム 883-7669 福岡市西区拾六町2-17-1

（有）城南工業 895-2331 福岡市西区生の松原4-15-7

（株）親和 883-7677 福岡市西区生の松原4-33-8

（株）スマイル工房 834-5387 福岡市西区石丸2-17-6

タイセイ商事（有） 891-3900 福岡市西区拾六町1-12-8

（株）タイト綜合管理 812-3136 福岡市西区戸切3-38-14

（株）高野商店 881-1382 福岡市西区小戸4-5-28

（株）德翔 894-8010 福岡市西区野方2-13-13

（株）冨永商店 806-7811 福岡市西区大字飯氏858-3

（有）原住宅サービス 883-0422 福岡市西区野方6-6-24

（有）福建設備 812-0016 福岡市西区野方4-25-1

（有）みとま住設 881-0784 福岡市西区姪の浜1-2-10

（有）望月住設 806-2018 福岡市西区今津737-2

（株）山下設備 881-8167 福岡市西区石丸2-17-6

（有）若葉設備工業 881-3734 福岡市西区姪浜駅南4-4-11

会　社　名 電話 所　在　地

（有）久我塗装店 681-3040 福岡市東区舞松原1-2-3

（有）小浜塗装店 673-7555 福岡市東区香椎駅東4-57-35

（株）保坂一正塗装店 621-0909 福岡市東区馬出6-13-10

ＩＢＡＲＡ建設（有） 631-5556 福岡市博多区堅粕1-1-6(6-8)

岡部塗装（株） 281-5597 福岡市博多区奈良屋町11-8

（有）倉原塗装 503-5821 福岡市博多区金の隈3-18-48

古賀塗装産業（株） 291-1697 福岡市博多区下呉服町8-242

（株）青友工房 531-8178 福岡市中央区白金2-13-14

（資）野口塗装工業所 531-0779 福岡市中央区高砂2-11-29

プロペインズ（株） 732-5767 福岡市中央区天神1-4-1

（株）オバタインテリア 552-7383 福岡市南区若久3-6-5

篠原塗装（株） 522-2385 福岡市南区大楠3-28-31

（株）善塗装 582-7572 福岡市南区曰佐2-12-6

大光ビルド（株） 573-1955 福岡市南区井尻4-23-1

（株）ダイニチ 554-1200 福岡市南区寺塚1-10-3

（有）ニチコーＴＣ 584-9039 福岡市南区弥永3-19-9-201

（株）冨士塗装 541-2645 福岡市南区寺塚1-3-46

（株）伊藤塗装店 401-5252 福岡市城南区別府3-9-36

（株）海将 834-9858 福岡市城南区樋井川1-21-30

（有）中央美建 874-2651 福岡市城南区南片江5-16-17

（有）松本塗装店 871-0995 福岡市城南区樋井川7-2-28

（株）アーヴェルクリエイト 400-1527 福岡市早良区原3-18-40

（有）長谷建装 873-5491 福岡市早良区田村6-6-3

（株）川口 895-3322 福岡市西区生の松原1-20-24

（有）彩ペイント 811-1235 福岡市西区大字羽根戸768-1

（有）中上建装 811-6005 福岡市西区野方4-2-1

管　（西　区）

塗　　装
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会　社　名 電話 所　在　地

朝日技建（株） 410-6650 福岡市東区香椎駅東4-64-4

（株）栄住産業 402-1255 福岡市東区原田3-5-6

（株）エフティ工業 985-4202 福岡市東区多の津5-8-12

（株）大久保工業 410-6402 福岡市東区塩浜1-3-33

アオケン（株） 411-6511 福岡市博多区上牟田1-18-23

（有）北島工業 503-7144 福岡市博多区金の隈1-2-25

（株）草野 473-7292 福岡市博多区上牟田1-21-6

（株）興和 558-5776 福岡市博多区金の隈2-5-57

（株）ハットリ 432-4780 福岡市博多区東那珂2-2-11

（株）リファインズ 986-8925 福岡市博多区上牟田1-12-12

コウケン（株） 724-3421 福岡市中央区鳥飼3-4-21

（株）フソウ 531-8459 福岡市中央区小笹2-9-34

芦塚工業（株） 541-6068 福岡市南区柳河内2-11-39

（株）アラガミ 408-2351 福岡市南区柏原1-5-8

（株）一産業 402-1430 福岡市南区柳瀬1-4-5

（株）オフィス・ゼロ 567-7370 福岡市南区老司3-16-30

オフィス・テクノ（株） 565-1430 福岡市南区老司3-12-8

シンテックス（株） 408-9697 福岡市南区野多目2-17-2

東亜防水リメーク（株） 582-0077 福岡市南区柳瀬1-7-20

（株）安河内工業 555-5554 福岡市南区柏原4-28-24

（有）吉田工業 576-9107 福岡市南区弥永4-8-7

（株）ＥＳＴ 873-9377 福岡市城南区東油山1-12-7

幸伸技建（株） 873-3592 福岡市城南区東油山6-8-8

テクノ産業（株） 836-8823 福岡市城南区東油山4-3-3-302

日建工材（株） 801-7822 福岡市城南区片江4-8-8

プロボックス（株） 517-0704 福岡市城南区片江3-9-20

溝口建装（株） 801-6218 福岡市城南区片江3-32-6

（株）アクティブ 407-9655 福岡市早良区四箇2-2-53

（株）ＵＬＵＲＵ 834-8512 福岡市早良区田隈3-55-17

永和防水（株） 803-0521 福岡市早良区田村5-19-41

（有）オニモト工業 871-8720 福岡市早良区野芥7-1-10

共進建工（株） 821-7491 福岡市早良区有田1-30-17

誠磨工業（株） 707-5713 福岡市早良区野芥8-36-5

大和工業（株） 801-2721 福岡市早良区干隈5-14-20

（有）同和化工 400-0096 福岡市早良区重留6-9-1-2

（株）ニシハラ 804-1674 福岡市早良区東入部2-31-2

（株）防水の吉 866-1739 福岡市早良区干隈4-6-9

（有）M・E・K 874-8818 福岡市早良区野芥5-11-18

（有）アキマサ工業 894-5230 福岡市西区西の丘2-25-7

（株）アスワンテック 812-5174 福岡市西区戸切3-35-7

（株）佐伯工業 834-4567 福岡市西区拾六町2-9-1

（有）マツオカ 807-0120 福岡市西区今津5939

会　社　名 電話 所　在　地

（有）米谷表具店 606-5251 福岡市東区三苫1-5-8

（株）アドスペース 565-1191 福岡市南区老司2-11-1

キハラーズ（株） 526-1313 福岡市南区高宮1-21-34

黒木内装 567-6922 福岡市南区鶴田4-41-2

（株）コニシ 561-6258 福岡市南区野間3-9-20

（有）宮﨑表具店 541-3220 福岡市南区長丘5-19-13

（有）小川宇仙堂 841-1331 福岡市城南区鳥飼6-8-29

（株）栄屋 861-6734 福岡市城南区七隈6-19-18

（有）ありま内装 843-8336 福岡市早良区小田部1-22-18

（株）岩下建装 865-1456 福岡市早良区田村4-15-48

防　　水

内装インテリア
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会　社　名 電話 所　在　地

（株）アイエスプランニング 661-3531 福岡市東区下原4-12-29

（株）西日本電波ｻｰﾋﾞｽ 621-6060 福岡市東区筥松1-11-3

アユミ電業（株） 582-0220 福岡市博多区光丘町2-3-8

オデムネット（株） 411-2831 福岡市博多区東比恵3-15-27

旭陽電気（株） 472-0261 福岡市博多区東比恵3-15-27

（株）サンシステム通信 476-5550 福岡市博多区上牟田3-3-3

テレコール（株） 411-6077 福岡市博多区板付1-2-18　

西日本エイヴィシステム（株） 481-9761 福岡市博多区比恵町5-27

扶桑電通（株）九州支店 412-6761 福岡市博多区博多駅前1-18-7

ベネックスソリューションズ（株） 432-4230 福岡市博多区榎田2-1-18

チクシ電気（株） 725-0240 福岡市中央区渡辺通2-9-22

（有）ビデオプラザ 731-1110 福岡市中央区赤坂2-3-24

内之倉電機（株） 555-7775 福岡市南区長丘3-8-2

（株）キューオキ 584-5111 福岡市南区井尻4-28-18

シンカ（株） 552-1311 福岡市南区清水2-15-18

（株）電気通信 555-2233 福岡市南区柏原6-35-3

大新電興（有） 564-5615 福岡市南区老司1-12-7

（株）アルファー電通 873-0600 福岡市城南区長尾5-20-15

（有）三和電子 871-5557 福岡市城南区茶山5-22-13

九有電子工業（株） 865-1800 福岡市早良区田隈2-24-17

福岡日信電子（株） 883-6823 福岡市西区姪の浜4-10-5

会　社　名 電話 所　在　地

（有）マルハ建具工業 622-0475 福岡市東区社領1-5-9

小峠建具製作所 622-6264 福岡市博多区東平尾2-3-33

（有）関匠建具 552-0763 福岡市南区長丘2-20-77-407

（有）関建具製作所 541-4608 福岡市南区野間1-18-21

（株）タカキ製作所 565-4882 福岡市南区桧原3-14-22

（有）西福岡製作所 811-4285 福岡市西区大字羽根戸495

会　社　名 電話 所　在　地

三和ｼｬｯﾀｰ工業（株）福岡東ﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 627-3733 福岡市東区多の津1-13-9

（株）善商 691-5201 福岡市東区名子1-20-27

津上商店 608-1337 福岡市東区塩浜1-17-40

寺岡オートドア（株）九州支店 626-8877 福岡市東区原田4-23-21

西日本サッシュ（株） 691-8350 福岡市東区土井2-34-15

（株）鈴木シャッター　九州支店 433-1715 福岡市博多区豊2-1-13

（株）タナチョー　福岡支店 501-7488 福岡市博多区三筑1-6-22

文化シャッター（株）福岡営業部 433-6737 福岡市博多区西月隈3-13-1

（株）山建 641-9537 福岡市博多区堅粕2-20-18

オリエント産業（株） 781-7565 福岡市中央区舞鶴1-4-19

西部日本鋼材（株） 524-0202 福岡市中央区平尾浄水町1-1

（株）西日本総合リフレッシュ 739-2171 福岡市中央区天神3-10-1-602

福岡鋼建（株） 751-0351 福岡市中央区伊崎4-26

研窓タカス（有） 561-3363 福岡市南区皿山3-5-14

（株）共立工業 864-5387 福岡市城南区神松寺3-13-17

豊福硝子店 871-2119 福岡市城南区片江2-19-3

（有）山下アルミ 861-2432 福岡市城南区樋井川6-33-5

（株）北﨑住器アルミサービス 804-0305 福岡市早良区大字内野820-1

中村ガラス店 821-4452 福岡市早良区藤崎1-24-14

（有）木村硝子店 806-4956 福岡市西区周船寺2-17-38

中森サッシ工業 811-2217 福岡市西区野方5-2-5

金属製建具

電気通信

木製建具



12

会　社　名 電話 所　在　地

イワタ工業（株） 641-5141 福岡市東区箱崎ふ頭6-7-9

（有）協和防災 663-6063 福岡市東区土井3-22-14

（株）日本消防機材商会 681-4657 福岡市東区名島2-20-11

（株）アサヒアルファ 260-1762 福岡市博多区那珂3-26-33

梅崎防災（株） 271-0411 福岡市博多区冷泉町2-31

（株）グリーン防災設備 591-3350 福岡市博多区相生町3-5-8

寿防災工業（株） 292-6771 福岡市博多区冷泉町2-1

（株）サンアイ 436-3001 福岡市博多区板付1-8-39

三光消防設備（有） 501-5350 福岡市博多区板付5-5-34

（有）サンシン防災設備　福岡営業所 586-6118 福岡市博多区井相田2-11-19

三和防災工業（株） 431-1250 福岡市博多区博多駅前4-10-13

西部防災工業（株） 611-2228 福岡市博多区吉塚4-16-3

（有）ツチジマ 431-0657 福岡市博多区比恵町7-11

（有）出口防災 411-7804 福岡市博多区堅粕4-8-28

（株）西原商会 451-5557 福岡市博多区東比恵2-2-10

日本ドライケミカル（株）九州支店 283-6333 福岡市博多区綱場町1-1

（株）初田製作所　メンテナス事業部九州支店 281-6565 福岡市博多区沖浜町11-10

（有）平野防災設備 292-4829 福岡市博多区吉塚1-10-9

福岡消防設備協同組合 475-6799 福岡市博多区美野島1-4-18

（株）ヤナセファイテック 471-1381 福岡市博多区東那珂1-18-6

ヤマト消火器販売商事（株） 586-5541 福岡市博多区麦野5-10-22

九州ノーミ（株） 732-7732 福岡市中央区薬院2-5-7

九州防災工業（株） 712-7302 福岡市中央区笹丘2-24-14

太平ビルサービス（株） 712-2961 福岡市中央区渡辺通2-4-8

東陽産業（株） 523-1864 福岡市中央区平尾3-14-11　ｱｰﾊﾞﾝﾊｳｽ平尾1F

日信防災（株）九州支店 771-2168 福岡市中央区渡辺通3-6-11

ニッタン（株）九州支社 712-5501 福岡市中央区六本松3-11-29

能美防災（株）九州支社 712-1560 福岡市中央区薬院2-5-7

（株）ファイネル 522-6274 福岡市中央区白金1-1-3-603

オカ防災工業 531-5270 福岡市南区平和1-8-19

（株）三和エス・ピー 406-3001 福岡市南区那の川1-6-22

ホーチキ（株）九州支社 511-6621 福岡市南区向野1-17-2

森永防災システム（株） 554-5363 福岡市南区寺塚1-26-10

ユージー・防災設備（株） 522-6335 福岡市南区大楠1-35-23

（株）博防 872-8032 福岡市早良区重留2-4-10

（有）ファイアテック 407-7607 福岡市早良区小田部2-1-16

アルプス防災工業（有） 811-3091 福岡市西区野方6-25-7

（有）防災プランニング 883-3428 福岡市西区拾六町5-15-45

消防施設
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会　社　名 電話 所　在　地

九州浄水工業（株） 662-1250 福岡市東区舞松原2-17-34

（株）菅原　福岡営業所 641-7361 福岡市東区箱崎4-15-37

東筑エンジニアリング（株） 661-9131 福岡市東区若宮5-18-32-1210

箱崎プラント工業（株） 631-2652 福岡市東区箱崎ふ頭6-10-2

三笠エンジニアビルグ（株） 624-0691 福岡市東区筥松1-15-1

東機械工業（株） 441-8306 福岡市博多区博多駅南4-18-5

石垣メンテナンス（株）九州支店 473-6981 福岡市博多区博多駅前1-9-3

（有）五和機電 477-7758 福岡市博多区東比恵3-4-2

（株）環境技研 285-2381 福岡市博多区麦野1-13-6

（株）共栄機工商会 431-7093 福岡市博多区上牟田1-15-1

（株）三進ろ過工業　九州営業所 441-2276 福岡市博多区博多駅南3-5-18

（株）正興サービス＆エンジニアリング 411-4761 福岡市博多区東光2-7-25

（株）テクネ 573-6660 福岡市博多区麦野1-13-6

（株）日立ビルシステム　西日本支社 712-0630 福岡市博多区上呉服町10-10

（株）ミカサ 431-3829 福岡市博多区博多駅東1-16-14

ＮＣＤエスト（株） 433-5457 福岡市博多区博多駅南6-6-9

IHI運搬機械（株）九州営業所 762-3131 福岡市中央区渡辺通2-1-82

共立喞筒（有） 403-3381 福岡市中央区平和5-6-22

（株）小堀船舶工業 751-0484 福岡市中央区港3-3-27

（有）サンエム機工 741-0350 福岡市中央区港2-13-1

三精テクノロジーズ（株）九州営業所 751-1824 福岡市中央区天神4-1-37

（株）アイワ福岡営業所 586-9255 福岡市南区柳瀬2-3-2

蔵田工業（株） 531-4734 福岡市南区大楠2-12-12

（株）サンケン・エンジニアリング 522-6812 福岡市南区大楠2-13-7

（株）真冷産業 582-0181 福岡市南区横手3-9-20

宝燃料工業（株） 557-8610 福岡市南区大橋2-11-16　岩井ビル201号

（株）ケイ・エスクラフト工業 566-1506 福岡市城南区東油山6-5-29

大日機設工業（株） 861-7666 福岡市早良区梅林7-34-8

会　社　名 電話 所　在　地

（株）中央工作所 641-1488 福岡市東区箱崎ふ頭6-1-5

東洋体育（株） 641-5133 福岡市東区箱崎ふ頭6-7-13

内山体育施設（株） 431-4414 福岡市博多区博多駅南4-17-1

（株）藤工製作所 585-6344 福岡市南区的場2-19-8

遊景産業（株） 589-3123 福岡市南区警弥郷1-15-10

（有）後藤産業 804-7409 福岡市早良区大字西300

（有）伊都製作所 806-5264 福岡市西区大字飯氏963-11-601

（株）野口製作所 806-1671 福岡市西区今宿2-9-10

会　社　名 電話 所　在　地

（有）柴田黒板製作所 641-1388 福岡市東区馬出5-34-12

（株）稗田製作所 641-7748 福岡市東区箱崎ふ頭6-1-15

中原工業（株） 611-4606 福岡市博多区空港前1-11-10

（株）ミワ商会 521-0318 福岡市南区大楠2-6-23

会　社　名 電話 所　在　地

サンキュウ（株） 574-0039 福岡市博多区諸岡3-35-13

太平調理機（株） 575-3254 福岡市博多区昭南町3-1-13-105

西日本ステンレス工業（株） 581-2331 福岡市博多区板付2-7-16

王子テック（株） 861-0975 福岡市早良区次郎丸6-5-8

黒　　板

厨房用機械器具

機　　械

体育遊戯施設
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会　社　名 電話 所　在　地

（株）九コン 402-0830 福岡市東区東浜1-13-32

高丘（正）組 633-3977 福岡市東区馬出2-29-1-2

（株）宝建設 603-0470 福岡市東区西戸崎6-4-21

ミツヤ建設工業（株） 672-3405 福岡市東区若宮2-16-33

（有）満工業 691-2951 福岡市東区多々良1-50-17

（有）宮本産業建設 603-1748 福岡市東区大字志賀島1274

（株）ＩＥＣ 631-7078 福岡市博多区堅粕1-1-2 (6-16)

玄創技研（株） 414-7373 福岡市博多区博多駅東3-11-14-904

大丸建設（株） 504-5643 福岡市博多区金の隈2-17-22

宮崎土木（株） 558-1118 福岡市博多区金の隈2-2-16

（株）ダイシンエンジニアリング 711-8301 福岡市中央区大手門3-13-1-204

福陵建設（株） 526-0542 福岡市中央区小笹3-13-9　ｵﾘｴﾝﾄﾊｲﾂB101

（株）大新土木開発 511-0963 福岡市南区柳河内1-2-16

（有）タカケン 566-0152 福岡市南区柏原6-31-8

（株）武末建設工業 551-6717 福岡市南区向新町1-11-21

（有）福永土建 555-6644 福岡市南区大橋3-15-43-1

４２８（株） 555-4514 福岡市南区老司3-12-8

（株）梶原組 801-0045 福岡市城南区南片江6-21-8

（有）木村土木 874-2808 福岡市城南区片江4-13-6

（株）司隆土木 862-1471 福岡市城南区樋井川2-12-7-3

（有）藤本組 865-4084 福岡市城南区七隈7-18-15

和貴工業（株） 871-8784 福岡市城南区南片江1-21-9

（株）井上組 831-4092 福岡市早良区西新2-7-26

（有）江崎建設 804-0838 福岡市早良区大字西1766-1

隈組（有） 803-0323 福岡市早良区野芥8-20-20

（株）後藤建設 803-0778 福岡市早良区早良6-42-38

（株）田上 804-7200 福岡市早良区内野5-2-12

（有）博陽建設 864-7687 福岡市早良区次郎丸3-4-31

宮崎建設工業（株） 872-8242 福岡市早良区西入部1-18-28

（有）龍英建設 863-6838 福岡市早良区次郎丸3-4-32

（有）アドヴァン 891-7772 福岡市西区福重1-18-3

（有）阿部建工 812-0598 福岡市西区野方6-33-13-1

（株）協進産業 806-8043 福岡市西区田尻東3-2577-6

クローバー（株） 834-2014 福岡市西区今宿町539-23

（株）光星工業 805-5575 福岡市西区今宿上ノ原471-1

（有）正和組 805-4312 福岡市西区横浜1-28-1

（株）大日建設 807-8977 福岡市西区今宿上ノ原470-1

高松技建 811-5745 福岡市西区戸切3-8-3

（株）ダンチ工業 834-6090 福岡市西区横浜3-27-24

平喜建設（株） 806-5461 福岡市西区田尻東1-16-8

（株）山善組 881-1227 福岡市西区上山門2-3-15

会　社　名 電話 所　在　地

国﨑畳襖店 606-2352 福岡市東区雁の巣1-23-21

宮嵜たたみ店 405-0608 福岡市東区和白2-10-6

（資）内田製畳所 281-2571 福岡市博多区奈良屋町10-3

小川畳店 629-4710 福岡市博多区東平尾2-8-22

（有）柿原産業 581-0906 福岡市博多区竹丘町2-5-10

（有）下川畳材 611-3783 福岡市博多区吉塚1-29-5

内装リフォームやまだ 283-6535 福岡市博多区下呉服町8-9

（有）稲富商店 521-0978 福岡市中央区清川1-3-2

粕屋製畳（有） 401-1162 福岡市中央区平尾2-17-14

都地畳店 731-1207 福岡市中央区渡辺通2-8-29

（有）熊丸畳店 565-6901 福岡市南区野多目4-2-8

（株）関山商店 566-6787 福岡市南区鶴田3-12-1

大伴畳店 871-1814 福岡市城南区東油山5-6-7

（有）南野畳工芸社 874-2520 福岡市城南区片江3-14-18

（有）江副商店 871-5253 福岡市早良区原8-6-15

竹元たたみ店 834-2206 福岡市西区金武1293

一般土木

畳
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