
【宮崎県児湯郡新富町】　令和４・５年度　一般競争（指名競争）参加資格登録者名簿

受付番号 業種区分 本社名 本社住所

1 測量・建設コンサルタント 株式会社　静環検査センター 静岡県藤枝市高柳２３１０番地

1 物品・役務 株式会社　静環検査センター 静岡県藤枝市高柳２３１０番地

2 建設工事 コーアツ工業　株式会社 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目１７番５号

3 測量・建設コンサルタント 株式会社　ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号

4 建設工事 株式会社　アサヒコア 宮崎県宮崎市大字小松１０４７

4 物品・役務 株式会社　アサヒコア 宮崎県宮崎市大字小松１０４７

5 建設工事 株式会社　九州防災工業 宮崎県宮崎市大工二丁目１４２番地

6 測量・建設コンサルタント 応用地質　株式会社 東京都千代田区神田美土代町７番地

7 建設工事 三菱電機　株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

8 建設工事 パナソニックシステムソリューションズジャパン　株式会社 福岡県福岡市博多区美野島４丁目１番６２号

8 物品・役務 パナソニックシステムソリューションズジャパン　株式会社 福岡県福岡市博多区美野島４丁目１番６２号

9 物品・役務 一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター 宮崎県宮崎市霧島１丁目１番地２

10 測量・建設コンサルタント 有限会社　福島測量設計調査事務所 宮崎県西都市大字三宅９４６４番地３

11 建設工事 平井スポーツ建設　株式会社 福岡県福岡市東区箱崎１－３５－７

12 測量・建設コンサルタント 大正測量設計　株式会社 福岡県福岡市南区皿山三丁目２番５６号

13 建設工事 青木あすなろ建設　株式会社 東京都千代田区神田美土代町１番地

14 測量・建設コンサルタント 株式会社　エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号

15 建設工事 前澤工業　株式会社 埼玉県川口市仲町５番１１号

16 測量・建設コンサルタント フェニックスコンサルタント　株式会社 宮崎県宮崎市大字島之内字境田６６５２

17 測量・建設コンサルタント 第一復建　株式会社 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号

18 物品・役務 株式会社　ニック 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号

19 建設工事 株式会社　あなぶき建設工業 広島県広島市南区大州３－６－３

20 測量・建設コンサルタント 一般財団法人　九州環境管理協会 福岡県福岡市東区松香台１－１０－１

20 物品・役務 一般財団法人　九州環境管理協会 福岡県福岡市東区松香台１－１０－１

21 建設工事 株式会社　川北電工 鹿児島県鹿児島市東開町４番地７９

21 物品・役務 株式会社　川北電工 鹿児島県鹿児島市東開町４番地７９

22 測量・建設コンサルタント 中日本建設コンサルタント　株式会社 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号

23 測量・建設コンサルタント 株式会社　埋蔵文化財サポートシステム 佐賀県佐賀市新中町１番７号

23 物品・役務 株式会社　埋蔵文化財サポートシステム 佐賀県佐賀市新中町１番７号

24 物品・役務 株式会社　九州みらい研究所 熊本県熊本市東区健軍四丁目１３番２号

25 測量・建設コンサルタント 株式会社　千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地

26 測量・建設コンサルタント 基礎地盤コンサルタンツ　株式会社 東京都江東区亀戸一丁目５番７号

27 建設工事 有限会社　桜建 宮崎県宮崎市高岡町飯田３８６

28 物品・役務 株式会社　栄建工業 宮崎県宮崎市大工３－８９－１

29 建設工事 宮崎電業　株式会社 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地２９

30 測量・建設コンサルタント 株式会社　日豊測量設計 宮崎県宮崎市大字本郷南方３５８４－１

31 建設工事 三桜電設　株式会社 宮崎県延岡市川原崎町２１１９－２

32 建設工事 旭建設　株式会社 宮崎県日向市向江町一丁目２００番地

33 物品・役務 株式会社　キング 宮崎県宮崎市大字本郷南方２２３番地１

34 測量・建設コンサルタント 株式会社　ケイディエム 宮崎県日向市中堀町３丁目１１９番地

35 測量・建設コンサルタント 株式会社　菊池設計 宮崎県延岡市富美山町５１９番地８

36 建設工事 株式会社　農業キング 宮崎県宮崎市大字本郷南方２２３番地１

36 物品・役務 株式会社　農業キング 宮崎県宮崎市大字本郷南方２２３番地１

37 物品・役務 ハーベストネクスト　株式会社 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２－１２０

38 測量・建設コンサルタント 株式会社　都市総合鑑定所 宮崎県宮崎市橘通東１丁目４番７号

39 測量・建設コンサルタント 有限会社　服部測量設計 宮崎県児湯郡新富町大字新田１１４８－１７

40 測量・建設コンサルタント 有限会社　メイ建築研究所宮崎 宮崎県宮崎市松橋二丁目２番３号

41 測量・建設コンサルタント 株式会社　宮崎産業開発 宮崎県宮崎市大橋３－２２５

42 測量・建設コンサルタント 有限会社　コラム設計 宮崎県宮崎市中村西二丁目２番１６号

43 物品・役務 株式会社　ライフライン 長崎県長崎市小江原３丁目２３番１号

44 建設工事 株式会社　ケイテック 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目１７番５号

45 測量・建設コンサルタント 有限会社　森技術コンサルタンツ 宮崎県児湯郡新富町富田南４丁目２５番地

46 測量・建設コンサルタント 有限会社　ジパング・サーベイ 宮崎県小林市水流迫９６９－３

46 物品・役務 有限会社　ジパング・サーベイ 宮崎県小林市水流迫９６９－３

47 物品・役務 黒木電気管理事務所 宮崎県児湯郡新富町大字日置７８９－１２

48 建設工事 株式会社　不動テトラ 東京都中央区日本橋小網町７番２号

49 物品・役務 株式会社　学教 宮崎県宮崎市大字小松字受別府２１８番地２

50 測量・建設コンサルタント 株式会社　鑑定ソリュート宮崎 宮崎県宮崎市大工３－２４４

51 建設工事 株式会社　はまゆう電設 宮崎県宮崎市恒久南３－１２－１１

52 物品・役務 株式会社　アイシステム 宮崎県児湯郡新富町大字新田１６４０８番地２

53 物品・役務 株式会社　コスモリサーチ 福岡県福岡市博多区春町２丁目８番９号

54 物品・役務 株式会社　ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

55 測量・建設コンサルタント 公益社団法人　宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 宮崎県宮崎市旭二丁目２番２号

56 測量・建設コンサルタント 株式会社　協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚１丁目６２番１１号

56 物品・役務 株式会社　協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚１丁目６２番１１号

57 建設工事 シンフォニアテクノロジー　株式会社 東京都港区芝大門一丁目１番３０号

58 測量・建設コンサルタント 株式会社　ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号

58 物品・役務 株式会社　ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号

59 建設工事 株式会社　ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１

60 建設工事 水道機工　株式会社 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号

61 測量・建設コンサルタント 八千代エンジニヤリング　株式会社 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号

62 測量・建設コンサルタント 株式会社　あい設計 広島県広島市東区上大須賀町１０番１６号

63 建設工事 横河ソリューションサービス　株式会社 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号

64 建設工事 江坂設備工業　株式会社 宮崎県宮崎市橘通西５丁目２番３３号

64 物品・役務 江坂設備工業　株式会社 宮崎県宮崎市橘通西５丁目２番３３号

65 物品・役務 株式会社　データホライゾン 広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号　広島ミクシス・ビル

66 測量・建設コンサルタント アトリエＢＢＳ　株式会社 福岡県福岡市博多区美野島２－１－３１

67 物品・役務 九州電力　株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号

68 建設工事 株式会社　霧島ロード 宮崎県宮崎市大字本郷南方４３１６番地１０

69 建設工事 戸田建設　株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号

70 建設工事 株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４

70 測量・建設コンサルタント 株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４

70 物品・役務 株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４

71 物品・役務 株式会社　両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号

72 物品・役務 株式会社　インタラック西日本 福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目１７番３８号

73 建設工事 株式会社　テクノ菱和 東京都豊島区南大塚２丁目２６番２０号

74 測量・建設コンサルタント 有限会社　大東建築設計事務所 宮崎県宮崎市大塚町田渕ヶ原４０２８番地２

75 物品・役務 株式会社　キャンサースキャン 東京都品川区西五反田１丁目３番８号

76 測量・建設コンサルタント 西日本技術開発　株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通１－１―１

77 建設工事 協同日之出産業　株式会社 宮崎県東諸県郡国富町大字塚原４３０番地３

78 測量・建設コンサルタント 株式会社　ごとう計画・設計 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂３３７５－１

79 物品・役務 大新東　株式会社 東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３

80 測量・建設コンサルタント 株式会社　建設コンサルタントナガトモ 宮崎県児湯郡新富町富田東３丁目２９番地２

81 物品・役務 有限責任監査法人　トーマツ 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビルディング

82 測量・建設コンサルタント 株式会社　長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号

83 測量・建設コンサルタント ビーム計画設計　株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目３０番地

83 物品・役務 ビーム計画設計　株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目３０番地



【宮崎県児湯郡新富町】　令和４・５年度　一般競争（指名競争）参加資格登録者名簿

受付番号 業種区分 本社名 本社住所

84 物品・役務 株式会社　加速器分析研究所 神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９番地１

85 測量・建設コンサルタント 株式会社　遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１－９－１１　大鵬ビル４Ｆ

86 物品・役務 メディアシステム　株式会社 長崎県長崎市岡町７番６－１０１号

87 測量・建設コンサルタント 一般社団法人　宮崎県治山林道協会 宮崎県宮崎市宮田町１０－２８

88 物品・役務 株式会社　西日本水道センター 大阪府大阪市淀川区宮原２－１０－９

89 測量・建設コンサルタント 内外エンジニアリング　株式会社 京都府京都市南区久世中久世町１－１４１

90 測量・建設コンサルタント 株式会社　益田設計事務所 宮崎県都城市年見町１８号２番地

91 建設工事 株式会社　増田工務店 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５０番地

92 建設工事 三菱電機プラントエンジニアリング　株式会社 東京都台東区東上野五丁目２４番８号

92 物品・役務 三菱電機プラントエンジニアリング　株式会社 東京都台東区東上野五丁目２４番８号

93 測量・建設コンサルタント 株式会社　カミムラ総合鑑定 宮崎県宮崎市鶴島３－９１－３

94 物品・役務 葉隠勇進　株式会社 東京都港区芝四丁目１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ

95 測量・建設コンサルタント 株式会社　丹青社 東京都港区港南１－２－７０

96 物品・役務 日本音響エンジニアリング　株式会社 東京都墨田区緑一丁目２１番１０号

97 測量・建設コンサルタント 株式会社　黒木総合鑑定 宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

98 測量・建設コンサルタント 有限会社　横山建築事務所 宮崎県宮崎市大字本郷北方４４４２番地５

99 測量・建設コンサルタント 株式会社　東九州コンサルタント 宮崎県延岡市別府町４２０９番地２

100 測量・建設コンサルタント アースエンジニアリング　株式会社 宮崎県延岡市安賀多町２丁目５番地５

101 建設工事 ニシダテクノサービス　株式会社 熊本県宇土市松山町１９７４

102 建設工事 プライムシステム　株式会社 熊本県熊本市中央区水前寺６－３－１２

102 物品・役務 プライムシステム　株式会社 熊本県熊本市中央区水前寺６－３－１２

103 物品・役務 株式会社　鹿児島有恒社 鹿児島県鹿児島市紫原四丁目６番１４号

104 物品・役務 株式会社　オープンループパートナーズ 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号　ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ７階

105 物品・役務 シフトプラス　株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀２－１－１　江戸堀センタービル８階

106 建設工事 柴塗装　株式会社 宮崎県宮崎市大字小松１２７３番地

107 物品・役務 株式会社　宮崎アイホー 宮崎県宮崎市本郷北方２４８８番地１３

108 測量・建設コンサルタント 玉野総合コンサルタント　株式会社 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号

108 物品・役務 玉野総合コンサルタント　株式会社 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号

109 建設工事 ヤンマーエネルギーシステム　株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号

109 物品・役務 ヤンマーエネルギーシステム　株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号

110 測量・建設コンサルタント 株式会社　日建設計総合研究所 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号

110 物品・役務 株式会社　日建設計総合研究所 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号

111 建設工事 巴設備工業　株式会社 宮崎県宮崎市高洲町１８番地８

112 測量・建設コンサルタント 株式会社　水環コンサルタント 宮崎県宮崎市大字本郷南方３９８９番地１　関屋第一ビル１０８号室

113 建設工事 日本コムシス　株式会社 東京都品川区東五反田２－１７－１

114 建設工事 清本鉄工　株式会社 宮崎県延岡市土々呂町６丁目１６３３番地

115 測量・建設コンサルタント 中央コンサルタンツ　株式会社 愛知県名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号

116 建設工事 神崎建設工業　株式会社 宮崎県宮崎市高千穂通２－６－１４

117 建設工事 株式会社　みやえい 宮崎県宮崎市大字島之内９７２８番地７

118 建設工事 株式会社　宮崎電通保守サービスセンター 宮崎県宮崎市中西町２９０番地６

119 物品・役務 株式会社　日本スイコー 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目３８－１０

120 物品・役務 バイオマスリサーチ　株式会社 北海道帯広市東２条南４丁目１０番地

121 測量・建設コンサルタント 国土情報開発　株式会社 東京都世田谷区池尻２－７－３

122 建設工事 三菱電機ビルテクノサービス　株式会社 東京都千代田区有楽町１－７－１

122 物品・役務 三菱電機ビルテクノサービス　株式会社 東京都千代田区有楽町１－７－１

123 物品・役務 株式会社　ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地

124 物品・役務 株式会社　ニッコク 東京都港区六本木六丁目１７番１号

125 測量・建設コンサルタント 株式会社　島田設計コンサルタント 宮崎県延岡市大貫町４－１３３３－３

126 物品・役務 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート　株式会社 東京都大田区山王一丁目３番５号

127 物品・役務 株式会社　久永 鹿児島県鹿児島市東開町５番地１１

128 建設工事 中村消防防災　株式会社 宮崎県宮崎市丸島町４番２１号

128 物品・役務 中村消防防災　株式会社 宮崎県宮崎市丸島町４番２１号

129 建設工事 株式会社　九州体育施設 大分県日田市大字高瀬１００５－１

129 物品・役務 株式会社　九州体育施設 大分県日田市大字高瀬１００５－１

130 物品・役務 株式会社　ヤマトボーデン 宮崎県都城市上長飯町５７号２番地

131 物品・役務 特定非営利活動法人　ライフカンパニー新富 宮崎県児湯郡新富町大字新田８３３９番地

132 建設工事 共和化工　株式会社 東京都品川区西五反田７丁目２５－１９

133 物品・役務 セコム宮崎　株式会社 宮崎県宮崎市橘通西四丁目３番４号

134 測量・建設コンサルタント 株式会社　福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目６番１８号

135 建設工事 株式会社　水機テクノス 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号

136 建設工事 蔵田工業　株式会社 福岡県福岡市南区那の川２－１－１７

137 測量・建設コンサルタント 株式会社　近藤設計 宮崎県日向市大字日知屋古田町９番地

138 測量・建設コンサルタント 株式会社　旭総合コンサルタント 宮崎県都城市安久町６３３８番地５

139 測量・建設コンサルタント 株式会社　共同技術コンサルタント 宮崎県宮崎市大島町山田ヶ窪１９２６－１

140 物品・役務 ＮＴＴ・ＴＣリース　株式会社 東京都港区港南一丁目２番７０号

141 建設工事 株式会社　藤元建設 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８

142 物品・役務 株式会社　ダイワ 宮崎県宮崎市別府町６番１７号

143 測量・建設コンサルタント 株式会社　建設環境研究所　 東京都豊島区東池袋２－２３－２

143 物品・役務 株式会社　建設環境研究所　 東京都豊島区東池袋２－２３－２

144 建設工事 株式会社　日光製作所 宮崎県東諸県郡国富町大字宮王丸６７７番地

145 建設工事 有限会社　宮崎ジー・アイ・エス 宮崎県児湯郡新富町大字日置５０６２

146 建設工事 松本建設　株式会社 宮崎県宮崎市清水１－９－２４

147 建設工事 ＮＥＣフィールディング　株式会社 東京都港区三田一丁目４番２８号

147 物品・役務 ＮＥＣフィールディング　株式会社 東京都港区三田一丁目４番２８号

148 測量・建設コンサルタント 九州航空　株式会社 大分県大分市王子町１２－１

149 物品・役務 リコーリース　株式会社 東京都千代田区紀尾井町４－１

150 測量・建設コンサルタント 株式会社　宮崎水道コンサルタント 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内１１２７－４８

151 建設工事 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号

151 測量・建設コンサルタント 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号

151 物品・役務 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号

152 建設工事 富士電機　株式会社 東京都品川区大崎一丁目１１番２号

153 測量・建設コンサルタント 株式会社　ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５

154 建設工事 タカオ　株式会社 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１

155 建設工事 西松建設　株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

156 測量・建設コンサルタント 株式会社　高崎総合コンサルタント 福岡県久留米市東合川３丁目７番５号

157 建設工事 日本電設工業　株式会社 東京都台東区池之端一丁目２番２３号

158 建設工事 有限会社　高木デンシ 宮崎県宮崎市吉村町寺ノ下甲２２８３番地

159 建設工事 株式会社　スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井３丁目６番１８号

160 建設工事 宮崎ラビットポンプ　有限会社 宮崎県宮崎市江平中町１番地８

160 物品・役務 宮崎ラビットポンプ　有限会社 宮崎県宮崎市江平中町１番地８

161 測量・建設コンサルタント 株式会社　林不動産鑑定所 宮崎県延岡市本町２－３－８

162 建設工事 日東工営　株式会社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号

162 物品・役務 日東工営　株式会社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号

163 建設工事 日成ビルド工業　株式会社 石川県金沢市金石北３丁目１６番１０号

163 物品・役務 日成ビルド工業　株式会社 石川県金沢市金石北３丁目１６番１０号

164 測量・建設コンサルタント 東亜建設技術　株式会社 福岡県福岡市西区西の丘一丁目７番１号

164 物品・役務 東亜建設技術　株式会社 福岡県福岡市西区西の丘一丁目７番１号
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165 建設工事 ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社 東京都文京区後楽二丁目６番１号

165 物品・役務 ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社 東京都文京区後楽二丁目６番１号

166 建設工事 株式会社　明光社 宮崎県宮崎市江平中町７番地１０

167 建設工事 河野建設　株式会社 宮崎県児湯郡西米良村大字村所２番地９１

168 建設工事 株式会社　岩下建設 宮崎県児湯郡新富町富田東１丁目１７番地

169 建設工事 株式会社　ダイニ 宮崎県宮崎市江平西二丁目１番４４号　フレクション宮崎１０１号

170 測量・建設コンサルタント 株式会社　九州土木設計コンサルタント 宮崎県宮崎市大字芳士３７０１－５９

171 測量・建設コンサルタント 株式会社　南洲基礎地質コンサルタント 宮崎県都城市庄内町１２７６７－２

172 測量・建設コンサルタント 株式会社　中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号

173 建設工事 株式会社　延岡十電舎 宮崎県延岡市大武町５３０４－１

174 建設工事 丸宮建設　株式会社 宮崎県都城市庄内町８０３１番地２

175 測量・建設コンサルタント 株式会社　エー・ビー・コンサルタンツ 宮崎県宮崎市大字瓜生野１７１２番地１

176 建設工事 宮崎南菱冷熱　株式会社 宮崎県宮崎市潮見町１００番地１

176 物品・役務 宮崎南菱冷熱　株式会社 宮崎県宮崎市潮見町１００番地１

177 測量・建設コンサルタント 中央開発　株式会社 東京都新宿区西早稲田３－１３－５

178 測量・建設コンサルタント 株式会社　四航コンサルタント 香川県高松市上福岡町２０５７番地６

178 物品・役務 株式会社　四航コンサルタント 香川県高松市上福岡町２０５７番地６

179 物品・役務 有限会社　クリーンクリエイト 宮崎県児湯郡新富町大字新田８４５２－１

180 物品・役務 株式会社　ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７

181 物品・役務 日本通運　株式会社 東京都千代田区神田和泉町２番地

182 測量・建設コンサルタント 株式会社　晃和コンサルタント 宮崎県宮崎市大字本郷北方３００９番地１

183 測量・建設コンサルタント 有限会社　西都測量設計事務所 宮崎県西都市聖陵町１－４９

184 測量・建設コンサルタント パシフィックコンサルタンツ　株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地

185 物品・役務 富士フイルムシステムサービス　株式会社 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号

186 測量・建設コンサルタント 株式会社　日水コン 東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号（新宿スクエアタワー）

187 物品・役務 トッパン・フォームズ　株式会社 東京都港区東新橋一丁目７番３号

188 建設工事 ソリューションネットワーク　株式会社 宮崎県宮崎市大字新名爪１７４３－１

189 測量・建設コンサルタント 株式会社　東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル

190 建設工事 エコー電子工業　株式会社 長崎県佐世保市万徳町４番１８号

191 建設工事 株式会社　神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号

192 建設工事 吉原建設　株式会社 宮崎県都城市中原町３２－１

193 測量・建設コンサルタント 株式会社　徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５－１４

194 測量・建設コンサルタント 株式会社　中神不動産鑑定所 宮崎県宮崎市霧島２－２６１

194 物品・役務 株式会社　中神不動産鑑定所 宮崎県宮崎市霧島２－２６１

195 測量・建設コンサルタント 日本水工設計　株式会社 東京都中央区勝どき３丁目１２番１号

196 物品・役務 株式会社　九州建設サポート 宮崎県宮崎市大字大瀬町３５９番地

197 測量・建設コンサルタント 大日本コンサルタント　株式会社 東京都千代田区神田練塀町３００番地

198 物品・役務 株式会社　トリアド工房 東京都八王子市大塚６３６―２

199 物品・役務 株式会社　図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目１番１号

200 建設工事 三精テクノロジーズ　株式会社 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目３番２９号

201 物品・役務 株式会社　ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２

202 測量・建設コンサルタント ジャパンエンジニアリング　株式会社 福岡県北九州市八幡西区大字本城五丁目１番１４号

203 測量・建設コンサルタント 有限会社　野添設計 宮崎県児湯郡川南町大字川南２７３２０番地

204 建設工事 株式会社　内山建設 宮崎県日向市大字富高９３－１

205 建設工事 株式会社　錢高組 大阪府大阪市西区西本町２丁目２番４号

206 測量・建設コンサルタント 株式会社　石本建築事務所 東京都千代田区九段南４－６－１２

207 測量・建設コンサルタント 株式会社　エスティ環境設計研究所 福岡県福岡市博多区須崎町１２－８

208 建設工事 有限会社　川越防災 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４５１７番地６

209 物品・役務 ＮＤネットサービス　有限会社 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５

210 物品・役務 日本調理機　株式会社 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号

211 建設工事 栗原工業　株式会社 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番２４号

212 測量・建設コンサルタント 株式会社　エイワ設計 宮崎県宮崎市大字広原７７２番地１

213 物品・役務 新富印刷 宮崎県児湯郡新富町富田南四丁目６９番地

214 建設工事 株式会社　三愛工業 宮崎県宮崎市大塚町小原田２１９２－１

215 建設工事 和光電設　株式会社 宮崎県宮崎市村角町萩崎２６５６番地１

216 測量・建設コンサルタント 株式会社　真和コンサルタント 宮崎県宮崎市大字島之内９７２２番地１

217 測量・建設コンサルタント 圓井特殊工業　有限会社 宮崎県宮崎市田代町２８－２

218 建設工事 井関鉄工　株式会社 鹿児島県霧島市国分福島一丁目９番２６号

219 建設工事 株式会社　花菱塗装技研工業　 宮崎県延岡市大武町３９－７０

220 建設工事 九州消防　株式会社 宮崎県宮崎市花ケ島町柳ノ丸５２５番地３

220 物品・役務 九州消防　株式会社 宮崎県宮崎市花ケ島町柳ノ丸５２５番地３

221 物品・役務 株式会社　サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里２丁目４０番１０号

222 物品・役務 宮崎酸素　株式会社 宮崎県宮崎市祇園２丁目１４０番地１

223 測量・建設コンサルタント 株式会社　西田技術開発コンサルタント 宮崎県宮崎市清武町今泉丙７２２番地

224 物品・役務 株式会社　東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目２９－２２

225 建設工事 東芝インフラシステムズ　株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

226 建設工事 株式会社　ウォーターテックサービス 鹿児島県鹿児島市下伊敷１－５－１７

227 測量・建設コンサルタント 株式会社　八光開発コンサルタント 宮崎県都城市都北町５５１１－２

228 建設工事 有限会社　太陽緑化 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３４００－４０

229 測量・建設コンサルタント 株式会社　建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号

229 物品・役務 株式会社　建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号

230 建設工事 株式会社　片地工務店 宮崎県宮崎市江平東町６－３

231 建設工事 九州建設工業　株式会社 宮崎県宮崎市天満２丁目６番１３号

232 建設工事 向陽化工　株式会社 宮崎県延岡市大武町３９番地１０５

233 測量・建設コンサルタント 株式会社　安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町２－４－７

234 建設工事 株式会社　桜木組 宮崎県都城市高城町桜木１６９３－２

235 測量・建設コンサルタント 株式会社　中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿８－５－１

235 物品・役務 株式会社　中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿８－５－１

236 物品・役務 株式会社　教育情報サービス 宮崎県宮崎市橘通西３丁目１０番３６号　ニシムラビル６Ｆ

237 物品・役務 メディアインターナショナル　株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３　はかた近代ビル２Ｆ

238 建設工事 株式会社　創電 福岡県福岡市中央区那の川２丁目７番７号

239 測量・建設コンサルタント 大成ジオテック　株式会社 福岡県久留米市西町１１７４－１０

240 測量・建設コンサルタント 株式会社　プロレリック 長崎県佐世保市広田四丁目５番１４号２階

240 物品・役務 株式会社　プロレリック 長崎県佐世保市広田四丁目５番１４号２階

241 測量・建設コンサルタント 株式会社　東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号

242 物品・役務 株式会社　三国産業 大分県大分市萩原３丁目１番２２号

243 建設工事 タニコー　株式会社 東京都品川区戸越一丁目７番２０号

243 物品・役務 タニコー　株式会社 東京都品川区戸越一丁目７番２０号

244 建設工事 大成建設　株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号

245 測量・建設コンサルタント 株式会社　内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地

246 測量・建設コンサルタント 株式会社　国土開発コンサルタント 宮崎県宮崎市大工三丁目１５５番地

247 物品・役務 株式会社　ユニダス 宮崎県児湯郡新富町富田南４丁目７４番地

248 測量・建設コンサルタント 株式会社　日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号

249 測量・建設コンサルタント 株式会社　ＭＳプランニング 宮崎県宮崎市大工３丁目９８

250 物品・役務 株式会社　会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６

251 建設工事 ダンパック工業　株式会社 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番１０６１

252 建設工事 株式会社　琴弾 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦５６２２番地１
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253 建設工事 長谷川体育施設　株式会社 東京都世田谷区太子堂一丁目４－２１

254 建設工事 西部電気工業　株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目７番１号

254 物品・役務 西部電気工業　株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目７番１号

255 測量・建設コンサルタント 株式会社　長友総研 宮崎県宮崎市旭２－１－５

255 物品・役務 株式会社　長友総研 宮崎県宮崎市旭２－１－５

256 物品・役務 株式会社　地域経済研究所 宮崎県宮崎市旭２－１－５　総研ビル

257 物品・役務 フジテコム　株式会社　 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地

258 建設工事 前田建設工業　株式会社 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号

259 建設工事 株式会社　昭栄 宮崎県延岡市大貫町３丁目９２２番地

260 建設工事 日新興業　株式会社 宮崎県延岡市本小路７４番地

261 建設工事 株式会社　永幸電設 宮崎県宮崎市大字本郷南方字立和５１７番地

262 物品・役務 有限会社　トジキ厨房機器販売 宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂４９７

263 建設工事 西日本電信電話　株式会社 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号

263 物品・役務 西日本電信電話　株式会社 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号

264 建設工事 株式会社　二葉技建 宮崎県宮崎市佐土原町上田島２８番地１

264 物品・役務 株式会社　二葉技建 宮崎県宮崎市佐土原町上田島２８番地１

265 物品・役務 有限会社　サンコー 宮崎県児湯郡新富町大字日置７９５番地１

266 建設工事 日立造船　株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号

267 物品・役務 ＮＴＴビジネスソリューションズ　株式会社 大阪府大阪市北区大深町３番１号

268 建設工事 株式会社　三紘 宮崎県宮崎市村角町阿波２５０５

269 測量・建設コンサルタント 株式会社　長田建築企画設計事務所 宮崎県日向市梶木町１－２

270 測量・建設コンサルタント 太陽技術コンサルタント　株式会社 宮崎県延岡市松山町１１７０番地１

271 建設工事 コウフ・フィールド　株式会社 福岡県福岡市博多区東那珂２－１９－２５

272 建設工事 株式会社　越智工務店 宮崎県児湯郡新富町富田西２丁目３１番地

273 物品・役務 アイテック　株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号

274 建設工事 旭永建設　有限会社 宮崎県児湯郡新富町大字新田９７８１－１

275 建設工事 株式会社　ウォーターテック 東京都港区芝浦３丁目１６番１号

275 物品・役務 株式会社　ウォーターテック 東京都港区芝浦３丁目１６番１号

276 物品・役務 東京センチュリー　株式会社　 東京都千代田区神田練塀町３番地

277 建設工事 株式会社　日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

278 建設工事 株式会社　明興テクノス 鹿児島県鹿児島市小松原一丁目１０番８号

279 建設工事 株式会社　スポーツ施設研究所 宮崎県宮崎市大字瓜生野２１４８番地２

280 物品・役務 稲尾リース　株式会社 宮崎県延岡市本小路７４番地

281 建設工事 株式会社　ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号

282 測量・建設コンサルタント オリジナル設計　株式会社 東京都渋谷区元代々木町３０－１３

283 物品・役務 センコービジネスサポート　株式会社 宮崎県延岡市天下町１１７６－１３

284 建設工事 昭和コンクリート工業　株式会社 岐阜県岐阜市香蘭１丁目１番地

285 建設工事 アイム電機工業　株式会社 福岡県北九州市八幡西区黒埼城石３－４

286 物品・役務 株式会社　テクノスジャパン 福岡県福岡市博多区光丘町３－１－５

287 建設工事 沖電気工業　株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号

287 物品・役務 沖電気工業　株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号

288 建設工事 九州日商興業　株式会社 熊本県熊本市西区春日５丁目１番１１号

289 建設工事 三精工事サービス　株式会社 大阪府大阪市北区池田町１番４３号　三精ビル

290 建設工事 株式会社　フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８

291 物品・役務 株式会社　川越紙店 宮崎県宮崎市旭１丁目１番４号

292 測量・建設コンサルタント 株式会社　コスモエンジニアリング 宮崎県都城市都北町５５１１－４

293 測量・建設コンサルタント 株式会社　パスコ 東京都目黒区下目黒１－７－１

293 物品・役務 株式会社　パスコ 東京都目黒区下目黒１－７－１

294 物品・役務 日本カルミック　株式会社 東京都千代田区九段南一丁目五番十号

295 物品・役務 株式会社　リサーチアンドソリューション 福岡県福岡市博多区上呉服町１２番３３号

296 測量・建設コンサルタント ＪＲ九州コンサルタンツ　株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１番１４号

297 測量・建設コンサルタント 株式会社　国土地質調査事務所 宮崎県宮崎市大工３丁目２２１番地１

298 建設工事 大和開発　株式会社 宮崎県宮崎市高洲町２３５－３

299 測量・建設コンサルタント ニチレキ　株式会社 東京都千代田区九段北４丁目３番２９号

299 物品・役務 ニチレキ　株式会社 東京都千代田区九段北４丁目３番２９号

300 建設工事 株式会社　トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３

300 測量・建設コンサルタント 株式会社　トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３

300 物品・役務 株式会社　トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３

301 建設工事 東興ジオテック　株式会社 東京都中央区銀座７丁目１２番地７号

302 測量・建設コンサルタント 株式会社　イーエムトラスト 長崎県長崎市城山台１丁目４２番１１号

302 物品・役務 株式会社　イーエムトラスト 長崎県長崎市城山台１丁目４２番１１号

303 物品・役務 ミザック　株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号アクア堂島ＮＢＦタワー１７階

304 建設工事 有限会社　清水電設 宮崎県児湯郡新富町富田三丁目１０１番地３

304 物品・役務 有限会社　清水電設 宮崎県児湯郡新富町富田三丁目１０１番地３

305 建設工事 協栄工業　株式会社 埼玉県戸田市本町２－１０－１

306 建設工事 株式会社　矢野興業 宮崎県宮崎市橘通西５丁目１番２３号

307 測量・建設コンサルタント 株式会社　さくら綜合鑑定所 宮崎県宮崎市旭１－１－１１

308 建設工事 水ｉｎｇエンジニアリング　株式会社 東京都港区港南一丁目７番１８号

308 物品・役務 水ｉｎｇエンジニアリング　株式会社 東京都港区港南一丁目７番１８号

309 測量・建設コンサルタント 株式会社　水野建設コンサルタント 熊本県熊本市東区小峯２－６－２６

310 建設工事 株式会社　修電舎 宮崎県延岡市大武町３９－１１２

311 建設工事 有限会社　恵建設 宮崎県児湯郡新富町大字下富田４１９４

312 建設工事 有限会社　宮内建設 宮崎県西都市大字妻１０９４－７

313 建設工事 有限会社　旭空調設備メンテナンス 宮崎県宮崎市大字芳士１９８７番地

313 物品・役務 有限会社　旭空調設備メンテナンス 宮崎県宮崎市大字芳士１９８７番地

314 物品・役務 有限会社　宮崎メッキン 宮崎県都城市年見町５街区２０号

315 測量・建設コンサルタント 株式会社　ジオセンターエム 宮崎県宮崎市大字生目４５６６番地８

316 建設工事 株式会社　イワハラ 宮崎県宮崎市阿波岐原町松下３１００－１

316 物品・役務 株式会社　イワハラ 宮崎県宮崎市阿波岐原町松下３１００－１

317 測量・建設コンサルタント 株式会社　アップス 宮崎県日向市大字財光寺３７７番地１

318 物品・役務 株式会社　オーイーシー 大分県大分市東春日町１７番５７号

319 物品・役務 株式会社　エヌ・スピリッツ 宮崎県宮崎市小戸町１００番地１

320 建設工事 ＤＳＦ　株式会社 宮崎県宮崎市大字島之内６２８０番地

320 物品・役務 ＤＳＦ　株式会社 宮崎県宮崎市大字島之内６２８０番地

321 測量・建設コンサルタント 日本工営　株式会社 東京都千代田区麹町五丁目４番地

322 建設工事 株式会社　エース・ウォーター 福岡県福岡市博多区上呉服町１番８号　北九州銀行呉服町ビル

322 物品・役務 株式会社　エース・ウォーター 福岡県福岡市博多区上呉服町１番８号　北九州銀行呉服町ビル

323 測量・建設コンサルタント アジアプランニング　株式会社 熊本県熊本市中央区渡鹿７－１５－２８

324 建設工事 日特建設　株式会社 東京都中央区東日本橋３－１０－６

325 物品・役務 株式会社　南日本環境センター 宮崎県延岡市小野町４１３８番地１

326 物品・役務 株式会社　ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町９番地５西京極駅前ビル６階

327 物品・役務 フクダ電子西部南販売　株式会社 熊本県熊本市中央区神水一丁目１５番４２号

328 建設工事 株式会社　酉島製作所 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号

329 物品・役務 株式会社　にしけい 福岡県福岡市博多区店屋町５－１０

330 建設工事 宮崎施設機械　株式会社 宮崎県宮崎市清水３丁目１１番１７号

330 物品・役務 宮崎施設機械　株式会社 宮崎県宮崎市清水３丁目１１番１７号

331 物品・役務 株式会社　池商 宮崎県西都市大字童子丸１８１番地１
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332 測量・建設コンサルタント 朝日航洋　株式会社 東京都江東区新木場四丁目７番４１号

332 物品・役務 朝日航洋　株式会社 東京都江東区新木場四丁目７番４１号

333 物品・役務 株式会社　システム開発 宮崎県宮崎市大橋３丁目１０１番地１

334 物品・役務 有限会社　日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２

335 測量・建設コンサルタント 復建調査設計　株式会社 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号

336 建設工事 株式会社　きんでん 大阪府大阪市北区本庄東２丁目３番４１号

337 測量・建設コンサルタント キタイ設計　株式会社 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地

338 建設工事 株式会社　宮崎テレビ共聴 宮崎県宮崎市大字広原字広見４５５１－１１

339 建設工事 株式会社　ＳＹＳＫＥＮ 熊本県熊本市中央区萩原町１４番４５号

340 建設工事 光建設　株式会社 宮崎県宮崎市高洲町１２１番地１３

341 測量・建設コンサルタント 旭調査設計　株式会社 東京都練馬区中村北一丁目５番９号

342 建設工事 株式会社　タツヤ電気 宮崎県児湯郡新富町富田北一丁目４６－１

342 物品・役務 株式会社　タツヤ電気 宮崎県児湯郡新富町富田北一丁目４６－１

343 建設工事 上田工業　株式会社 宮崎県延岡市古城町５丁目４６番地

344 建設工事 東海リース　株式会社 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北２番６号

344 物品・役務 東海リース　株式会社 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北２番６号

345 建設工事 日米電子　株式会社　　 福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０

345 測量・建設コンサルタント 日米電子　株式会社 福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０

345 物品・役務 日米電子　株式会社 福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０

346 建設工事 株式会社　坂下組 宮崎県小林市細野３９１－１

347 物品・役務 有限会社　ピアノ音色工房 宮崎県宮崎市天満二丁目１番５号

348 物品・役務 特定非営利活動法人　グローバル教育推進機構 大阪府大阪市中央区久太郎町４－２－１５　星和ＣＩＴＹ　ＢＬＤ御堂８階

349 建設工事 メタウォーター　株式会社 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地

350 物品・役務 愛文社印刷　株式会社 宮崎県宮崎市大字本郷南方４０４５－４

351 建設工事 美津濃　株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５

352 建設工事 扶桑電通　株式会社 東京都中央区築地５－４－１８

352 物品・役務 扶桑電通　株式会社 東京都中央区築地５－４－１８

353 測量・建設コンサルタント 株式会社　松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町２－５－５

354 物品・役務 有限会社　新富衛生社 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２２５８番地１

355 建設工事 株式会社　中岡工業 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７６１８番地

356 建設工事 株式会社　エイワ 宮崎県都城市広原町９号１１番地

357 物品・役務 Ｎｅｘｔ－ｉ　株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５番２２号

358 建設工事 株式会社　鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号

359 物品・役務 株式会社　総合人材センター 鹿児島県鹿児島市大黒町４番１１号　日宝いづろビル

360 物品・役務 株式会社　シナジー 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階

361 建設工事 株式会社　加藤工機 宮崎県宮崎市日ノ出町４７番地

361 物品・役務 株式会社　加藤工機 宮崎県宮崎市日ノ出町４７番地

362 物品・役務 社会福祉法人　新富町社会福祉協議会 宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４８５番地１４

363 物品・役務 株式会社　テスコム 福岡県大野城市御笠川４丁目１１番１９号

364 建設工事 株式会社　イーデン 宮崎県宮崎市大字芳士字人ノ前１８０２番地１

364 物品・役務 株式会社　イーデン 宮崎県宮崎市大字芳士字人ノ前１８０２番地１

365 建設工事 有限会社　和田建設 宮崎県児湯郡新富町大字新田７０３１

366 物品・役務 ネクストクリーンサービス　株式会社 宮崎県西都市大字南方２３１番地８

367 物品・役務 株式会社　セキュリティロード 宮崎県宮崎市祇園３丁目１７９番地

368 測量・建設コンサルタント 株式会社　メイ建築研究所 福岡県福岡市博多区奈良屋町３－１

369 物品・役務 株式会社　タカヒラ 宮崎県宮崎市田野町甲字中渡瀬３７３２番地１

370 建設工事 フジテック　株式会社 東京都港区白金１－１７－３

370 物品・役務 フジテック　株式会社 東京都港区白金１－１７－３

371 測量・建設コンサルタント 株式会社　大信技術開発 長崎県松浦市志佐町庄野免９４０番地

371 物品・役務 株式会社　大信技術開発 長崎県松浦市志佐町庄野免９４０番地

372 建設工事 奥アンツーカ　株式会社 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号

373 物品・役務 行政システム九州　株式会社 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目１番２号

374 物品・役務 一般社団法人　日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町１―１０　保健会館新館

375 物品・役務 有限会社　丸一厨房 宮崎県宮崎市大島町国草１３１番地

376 建設工事 有限会社　ファステム 宮崎県宮崎市大字浮田３３０２番地４

377 測量・建設コンサルタント エヌ・ティ・ティ・インフラネット　株式会社 東京都中央区東日本橋一丁目８番１号

378 物品・役務 株式会社　ＮＰＫ 宮崎県宮崎市柳丸町１０番

379 測量・建設コンサルタント 株式会社　東和テクノロジー 広島県広島市中区広瀬北町３番１１号

379 物品・役務 株式会社　東和テクノロジー 広島県広島市中区広瀬北町３番１１号

380 建設工事 三晃工業　株式会社 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号

380 物品・役務 三晃工業　株式会社 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号

381 測量・建設コンサルタント 有限会社　進藤測量設計事務所 宮崎県児湯郡川南町大字川南１４３８２番地４

382 物品・役務 富士通リース　株式会社 東京都千代田区神田練塀町３番地

383 建設工事 若築建設　株式会社 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号

384 物品・役務 株式会社　ケイエス 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸９番８号

385 測量・建設コンサルタント 株式会社　アクアテックコンサルタント 宮崎県宮崎市霧島２丁目２０６番地

386 建設工事 シンク・エンジニアリング　株式会社 東京都目黒区自由が丘３－１６－１５

387 物品・役務 株式会社　千成 宮崎県宮崎市旭１丁目６－１７　マリンビル

388 建設工事 株式会社　九電工 福岡県福岡市南区那の川１丁目２３番３５号

389 建設工事 株式会社　井崎製作所 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３２１５

390 建設工事 株式会社　黒木美装 宮崎県児湯郡木城町大字高城４９８１－１

391 物品・役務 有限会社　黒木電機プロパン商会 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２２１１

392 建設工事 富士建工業　株式会社 宮崎県宮崎市松山１－５－１２

393 物品・役務 コニカミノルタパブリテック　株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

394 建設工事 株式会社　サニタリー 鹿児島県鹿児島市東谷山５－２０－１１

394 物品・役務 株式会社　サニタリー 鹿児島県鹿児島市東谷山５－２０－１１

395 物品・役務 シャープマーケティングジャパン　株式会社 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号

396 物品・役務 グローリー　株式会社 兵庫県姫路市下手野１丁目３番１号

397 建設工事 株式会社　フタミ 宮崎県宮崎市北川内町黒岩前４５８０番地１

397 物品・役務 株式会社　フタミ 宮崎県宮崎市北川内町黒岩前４５８０番地１

398 建設工事 八作建設　株式会社 宮崎県延岡市三須町１１２３番地３

399 物品・役務 バウハウス 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８６４－７９

400 物品・役務 株式会社　デンサン 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田２２４番地

401 物品・役務 株式会社　島子商店 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町８３９番地

402 建設工事 株式会社　明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号

403 測量・建設コンサルタント 昭和　株式会社 東京都北区上中里１丁目１１番８号

403 物品・役務 昭和　株式会社 東京都北区上中里１丁目１１番８号

404 物品・役務 株式会社　ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋二丁目１番４号　日東九段ビル６階

405 物品・役務 株式会社　議事録発行センター 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号

406 建設工事 株式会社　九南 宮崎県宮崎市大字赤江２番地

407 建設工事 有限会社　室内装飾クロズミ 宮崎県児湯郡新富町大字新田１７０７７番地１９

408 建設工事 株式会社　イマムラテクノ 宮崎県宮崎市大字小松９６９

409 建設工事 原建装 宮崎県児湯郡新富町大字下富田１５４６－９

410 物品・役務 金丸薬品 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２３２８番地３

411 物品・役務 コニカミノルタ　株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

412 建設工事 杉本建設　株式会社 宮崎県日向市向江町２－４１

413 建設工事 千代田計装　株式会社 福岡県福岡市早良区百道１－１８－２５
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413 物品・役務 千代田計装　株式会社 福岡県福岡市早良区百道１－１８－２５

414 物品・役務 パーソルテンプスタッフ　株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号

415 測量・建設コンサルタント 有限会社　新城設計企画室 宮崎県宮崎市吉村町寺ノ下甲２２８４番地２

416 建設工事 日本体育施設　株式会社 東京都中野区東中野３－２０－１０

417 測量・建設コンサルタント 株式会社　ロードリバーコンサルタント 宮崎県宮崎市霧島二丁目１６２番地２

418 物品・役務 東亜道路工業　株式会社 東京都港区六本木７－３－７

419 建設工事 森松工業　株式会社 岐阜県本巣市見延１４３０番地の８

420 建設工事 森ガス水道工事　有限会社 宮崎県児湯郡木城町大字高城４０６８－１

421 測量・建設コンサルタント 株式会社　三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島６丁目２番４０号

422 物品・役務 株式会社　ＫＲＣ 福岡県福岡市博多区東比恵２丁目７番１８号

423 建設工事 電気興業　株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

423 測量・建設コンサルタント 電気興業　株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

424 測量・建設コンサルタント 株式会社　親協 宮崎県宮崎市大字浮田１３６６番地１

425 建設工事 ＯＫＩクロステック　株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番１１号

425 物品・役務 ＯＫＩクロステック　株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番１１号

426 物品・役務 釜元電気管理事務所 宮崎県宮崎市曽師町２４４番地６

427 測量・建設コンサルタント 青木建築事務所 宮崎県宮崎市佐土原町松小路３－１

428 物品・役務 株式会社　オフィスナガトモ 宮崎県児湯郡新富町大字新田５７４４番地１

429 建設工事 株式会社　南日本ネットワーク 宮崎県宮崎市橘通東三丁目６番２９号

429 物品・役務 株式会社　南日本ネットワーク 宮崎県宮崎市橘通東三丁目６番２９号

430 建設工事 株式会社　戸髙コーポレーション 宮崎県宮崎市大塚町京園３１９９番地１

431 物品・役務 株式会社　ナカムラ消防化学 長崎県大村市平町１９３３番地

432 建設工事 新富電業 宮崎県児湯郡新富町大字三納代１０６０－２

433 測量・建設コンサルタント 有限会社　三嶋建築企画設計事務所 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２２１４番地３

434 建設工事 株式会社　日向芝 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４１２９番地

435 物品・役務 株式会社　ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号

436 物品・役務 水ｉｎｇＡＭ　株式会社 東京都港区港南一丁目７番１８号

437 建設工事 有限会社　ゼオエンジニアリング 宮崎県宮崎市大字恒久４１８３－３－３１０

438 測量・建設コンサルタント 有限会社　島田総合コンサルタント 宮崎県宮崎市大字本郷南方２６３１番地

439 測量・建設コンサルタント 株式会社　管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号

439 物品・役務 株式会社　管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号

440 建設工事 森塗装　株式会社 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－２８２

441 測量・建設コンサルタント 九州工営　株式会社 宮崎県宮崎市大工２－１１７

442 物品・役務 公益社団法人　新富町シルバー人材センター 宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４９１

443 物品・役務 九州テクニカルメンテナンス　株式会社 熊本県熊本市東区健軍一丁目３８番１号

444 物品・役務 有限会社　大和防虫センター 宮崎県宮崎市大和町９０番地１

445 建設工事 有限会社　新生電機商会 宮崎県児湯郡新富町大字上富田６７２０番地１０

446 建設工事 株式会社　長友電気工業 宮崎県児湯郡新富町大字新田１７０５６番地９

447 建設工事 株式会社　恒富電業 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１２２１４番地３

448 測量・建設コンサルタント 株式会社　ジーアイエス南九州 宮崎県都城市早水町４４９４番地２０

448 物品・役務 株式会社　ジーアイエス南九州 宮崎県都城市早水町４４９４番地２０

449 建設工事 吉野工務店 宮崎県児湯郡新富町大字新田５５７６

450 建設工事 株式会社　くちき 宮崎県宮崎市大字跡江３８６－４

451 建設工事 隔測計装　株式会社 福岡県福岡市南区寺塚１丁目２８－５

452 物品・役務 有限会社　予防医学研究所 宮崎県宮崎市高岡町五町３４０－１

453 物品・役務 一般財団法人　九州電気保安協会 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目１９番２６号

454 物品・役務 周南マリコム　株式会社 山口県周南市入船町２－３

455 建設工事 吉祥建設　株式会社 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂８２８４番地

456 測量・建設コンサルタント 南興測量設計　株式会社 宮崎県宮崎市大工３－１０８

457 建設工事 日本地研　株式会社 福岡県福岡市博多区諸岡五丁目２５番２５号

457 測量・建設コンサルタント 日本地研　株式会社 福岡県福岡市博多区諸岡五丁目２５番２５号

458 建設工事 有限会社　川﨑塗装 宮崎県児湯郡新富町富田南４丁目１７番地

459 建設工事 有限会社　共栄設備 宮崎県児湯郡新富町大字三納代１８８７番地

460 測量・建設コンサルタント 東京テレメッセージ　株式会社 東京都港区西新橋２丁目３５番２号

460 物品・役務 東京テレメッセージ　株式会社 東京都港区西新橋２丁目３５番２号

461 建設工事 大新造園　株式会社 宮崎県宮崎市村角町阿波２４８８番地３

462 建設工事 川南工業　株式会社 宮崎県児湯郡川南町大字川南３０１５番地１

463 建設工事 柴坂建設　株式会社 宮崎県児湯郡川南町大字平田１６７０番地７

464 建設工事 児玉園芸場 宮崎県児湯郡新富町大字上富田２７４６－４

465 物品・役務 有限会社　なお産業 宮崎県児湯郡新富町大字新田１６３９０番地２

466 物品・役務 日米ケミック　株式会社 宮崎県宮崎市高洲町２５番地１２

467 建設工事 日本電気　株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号

467 物品・役務 日本電気　株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号

468 建設工事 開成工業　株式会社 熊本県熊本市北区植木町石川４５０－１

469 建設工事 西南電気　株式会社 宮崎県延岡市塩浜町四丁目１６４０番地３１

469 物品・役務 西南電気　株式会社 宮崎県延岡市塩浜町四丁目１６４０番地３１

470 物品・役務 デュプロ　株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目５番２８号

471 物品・役務 南日本警備保障　株式会社 宮崎県宮崎市太田４丁目４番１３号

472 測量・建設コンサルタント ランドブレイン　株式会社 東京都千代田区平河町１－２－１０

472 物品・役務 ランドブレイン　株式会社 東京都千代田区平河町１－２－１０

473 建設工事 有限会社　インターテクノ 宮崎県宮崎市恒久５丁目１５番地１３

473 物品・役務 有限会社　インターテクノ 宮崎県宮崎市恒久５丁目１５番地１３

474 測量・建設コンサルタント 株式会社　松田測量設計 宮崎県延岡市北一ヶ岡４丁目２番１号

475 建設工事 第一建設　株式会社 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田６６２番地５

476 測量・建設コンサルタント 株式会社　孝栄設計コンサルタント 福岡県福岡市南区井尻１－３６－２０

477 建設工事 協和機電工業　株式会社 長崎県長崎市川口町１０番２号

478 測量・建設コンサルタント 株式会社　大建設計 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１３番２０号

479 建設工事 株式会社　一色設備工業 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４７７３番地２

480 建設工事 株式会社　桑原建設 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７５２－１

481 物品・役務 株式会社　文化コーポレーション 宮崎県宮崎市生目台西三丁目４番地２

482 建設工事 株式会社　三和総合建設 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２２４５番地１

483 建設工事 株式会社　島電工 宮崎県宮崎市大字跡江２６１５番地

484 建設工事 株式会社　生目設備 宮崎県宮崎市大字浮田３２番地

485 測量・建設コンサルタント 株式会社　共立設計 宮崎県宮崎市大橋一丁目１２３番地

486 測量・建設コンサルタント 株式会社　白浜測量設計 宮崎県宮崎市城ヶ崎二丁目６番地３

487 建設工事 有限会社　宮崎園芸 宮崎県宮崎市大字郡司分甲１２５０番地

487 物品・役務 有限会社　宮崎園芸 宮崎県宮崎市大字郡司分甲１２５０番地

488 物品・役務 株式会社　乙媛印刷社 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目５３７番地

489 測量・建設コンサルタント 有限会社　団一級建築設計事務所 宮崎県都城市志比田町５７５１番地４

490 物品・役務 今別府産業　株式会社 鹿児島県鹿児島市新栄町１５－７

491 建設工事 株式会社　川野工務店 宮崎県児湯郡新富町大字三納代１０８３－１７

492 物品・役務 株式会社　ＲＫＫＣＳ 熊本県熊本市中央区九品寺一丁目５番１１号

493 測量・建設コンサルタント 宮崎県測量設計事業協同組合 宮崎県宮崎市大字島之内１０２１１番地９

494 建設工事 特殊ボーリング工業　株式会社 宮崎県都城市鷹尾３丁目２３街区８

495 建設工事 株式会社　西尾組 宮崎県宮崎市神宮東１丁目８番１３号

496 建設工事 有限会社　テクニカル・キナイ 宮崎県宮崎市田野町乙９６３４番地７

497 建設工事 株式会社　喜内 宮崎県宮崎市田野町乙９６３４番地７



【宮崎県児湯郡新富町】　令和４・５年度　一般競争（指名競争）参加資格登録者名簿

受付番号 業種区分 本社名 本社住所

498 物品・役務 株式会社　水耕舎　　 宮崎県小林市細野３０８１番地１０

499 物品・役務 三谷コンピュータ　株式会社 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３

500 建設工事 木田建設　株式会社 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１７９－２

501 物品・役務 株式会社　南日本情報処理センター 鹿児島県鹿児島市東開町４―１０４

502 測量・建設コンサルタント 冨洋設計　株式会社 東京都墨田区菊川２丁目２３番６号

503 測量・建設コンサルタント 株式会社　エースコンサルタント 宮崎県延岡市別府町４２４８番地１

504 物品・役務 企業警備保障　株式会社 宮崎県宮崎市青葉町６２番地

505 測量・建設コンサルタント 九州建設コンサルタント　株式会社 大分県大分市大字曲９３６番地１

506 測量・建設コンサルタント 株式会社　佐藤総合計画 東京都墨田区横網２丁目１０番１２号

507 建設工事 有限会社　猪俣建設 宮崎県児湯郡新富町大字新田７０５６

508 建設工事 山王道路機工　株式会社 宮崎県宮崎市下北方町台木７３５番地１

509 建設工事 ユニーズ工業　株式会社 宮崎県延岡市塩浜町３丁目１７５２番地２２

510 建設工事 有限会社　恵清建設 宮崎県児湯郡新富町大字新田７０２４－５

511 建設工事 有限会社　甲斐工務店 宮崎県児湯郡新富町大字新田１７０５６－１０

512 測量・建設コンサルタント 株式会社　ダイワコンサルタント 宮崎県宮崎市生目台西３－７－３

513 物品・役務 宮崎総合ビル管理　株式会社 宮崎県宮崎市村角町長山２８３５－５

514 測量・建設コンサルタント 株式会社　田園都市鑑定 宮崎県都城市高木町４７１６番地１２

515 測量・建設コンサルタント 有限会社　金丸総合建築設計事務所 宮崎県宮崎市佐土原町下田島９６８５

516 測量・建設コンサルタント 株式会社　星山設計 宮崎県宮崎市淀川２－１－４

517 物品・役務 ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社 東京都港区港南二丁目１５番３号

518 物品・役務 宮崎綜合警備　株式会社 宮崎県宮崎市生目台西三丁目４番地２

519 物品・役務 米良電機産業　株式会社 宮崎県宮崎市別府町４番３３号

520 物品・役務 ＤＢＣトータルサポート　株式会社 宮崎県宮崎市丸山１丁目９９番地２

521 物品・役務 第一法規　株式会社　 東京都港区南青山二丁目１１番１７号

522 測量・建設コンサルタント 株式会社　南都技研 宮崎県宮崎市祇園２－８－１

523 測量・建設コンサルタント 株式会社　ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１

523 物品・役務 株式会社　ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１

524 測量・建設コンサルタント 株式会社　九研綜合コンサルタント 宮崎県都城市太郎坊町７７８９番地１

525 建設工事 有限会社　アクティブ 宮崎県宮崎市月見ヶ丘４－１４－５

526 建設工事 日本無線　株式会社 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号

526 物品・役務 日本無線　株式会社 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号

527 測量・建設コンサルタント ＮＴＣコンサルタンツ　株式会社 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５

528 物品・役務 日通リース＆ファイナンス　株式会社 東京都港区海岸一丁目１４番２２号

529 物品・役務 パステムソリューションズ　株式会社 鹿児島県鹿児島市錦江町９番２５号

530 建設工事 三桜電気工業　株式会社 宮崎県宮崎市大字小松字下川原１１５８番地の１１

531 測量・建設コンサルタント 株式会社　九州測地コンサルタント 宮崎県宮崎市大字芳士３７０１－５９

532 測量・建設コンサルタント 株式会社　別当設計 宮崎県宮崎市恒久３－３０－１１

533 建設工事 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４－１４

533 測量・建設コンサルタント 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４－１４

534 建設工事 株式会社　トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号

534 物品・役務 株式会社　トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号

535 建設工事 矢田工業株式会社 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１番

536 建設工事 有限会社　三納建設 宮崎県西都市大字妻１０９０番地７

537 建設工事 正和プラント　株式会社 宮崎県宮崎市大坪東３丁目１４番３８号

538 物品・役務 エディオン長友電化 宮崎県児湯郡新富町富田１丁目３９－２

539 物品・役務 岡元電気管理事務所 宮崎県宮崎市大島町原ノ島１６１０番地１０

540 物品・役務 株式会社　パシフィックシステム 宮崎県日向市永江町１丁目１０５番地

541 測量・建設コンサルタント 相馬建築設計事務所 宮崎県児湯郡新富町富田北二丁目４番地

542 物品・役務 農興産業　株式会社 宮崎県西都市上町一丁目１０８番地２

543 建設工事 ニシム電子工業　株式会社 福岡県福岡市博多区美野島一丁目２番１号

543 測量・建設コンサルタント ニシム電子工業　株式会社 福岡県福岡市博多区美野島一丁目２番１号

543 物品・役務 ニシム電子工業　株式会社 福岡県福岡市博多区美野島一丁目２番１号

544 物品・役務 ミドリ安全宮崎　株式会社 宮崎県宮崎市花ヶ島町三反田６８０番地

545 測量・建設コンサルタント フジ地中情報　株式会社 東京都港区海岸３－２０－２０

545 物品・役務 フジ地中情報　株式会社 東京都港区海岸３－２０－２０

546 測量・建設コンサルタント 株式会社　宮崎設計 宮崎県宮崎市霧島３－１３５

547 測量・建設コンサルタント 株式会社　日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

548 建設工事 福栄産業　株式会社 宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５番地２

549 物品・役務 第一環境施設　株式会社 宮崎県宮崎市吉村町久保田甲９２２番地１

550 建設工事 株式会社　富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長三丁目３番１７号

550 物品・役務 株式会社　富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長三丁目３番１７号

551 物品・役務 第一ビル管理　株式会社　 宮崎県宮崎市大字島之内字永池９２１７番地６

552 物品・役務 ヤンマーアグリジャパン　株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号

553 物品・役務 コマツ宮崎　株式会社 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂２９５７番地１２

554 物品・役務 株式会社　コマツレンタル宮崎 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂２９５７番地１２

555 建設工事 成和電設　有限会社 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋９０６

556 建設工事 有限会社　日高設備工業 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３８６６－１

557 建設工事 有限会社　総設 宮崎県宮崎市大字本郷南方３８８６－１

558 物品・役務 株式会社　ぎょうせい 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号

559 物品・役務 仁田脇電気管理事務所 宮崎県宮崎市新別府町江田原４４－１

560 物品・役務 大陽日酸エネルギー　株式会社 鳥取県米子市昭和町１１番地

561 物品・役務 有限会社　スカイサーベイ九州 宮崎県都城市上長飯町７号１１番地

562 建設工事 坂本建設　株式会社 宮崎県日向市原町４丁目２番１５号

563 測量・建設コンサルタント 株式会社　エム・ティ・ピィ設計 宮崎県宮崎市吾妻町８５番地３

564 物品・役務 安藤ラジオ電気商会 宮崎県児湯郡新富町富田北一丁目４７－１

565 測量・建設コンサルタント 久永情報マネジメント　株式会社 鹿児島県鹿児島市松原町１０番２６号

565 物品・役務 久永情報マネジメント　株式会社 鹿児島県鹿児島市松原町１０番２６号

566 物品・役務 有限会社　立花産業 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋７４番地３

567 建設工事 株式会社　エヌテクノ 宮崎県都城市安久町４３７０－２

568 建設工事 株式会社　安藤・間 東京都港区赤坂六丁目１番２０号

569 建設工事 機動建設工業　株式会社 大阪府大阪市福島区福島４－６－３１

570 建設工事 株式会社　日興電工 宮崎県西都市大字岡富１１４８番地

571 建設工事 南州建設　株式会社 宮崎県宮崎市中村東２－８－２１

572 建設工事 日本水源工業　株式会社 宮崎県都城市乙房町１９５番地２

573 建設工事 有限会社　東工務店 宮崎県児湯郡新富町大字新田１９３４７－６

574 物品・役務 株式会社　フジマック 東京都港区南麻布１丁目７番２３号

575 申請取下げ

576 測量・建設コンサルタント 太平洋航業　株式会社 埼玉県川口市小谷場７８２－２

577 測量・建設コンサルタント 国際航業　株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号

577 物品・役務 国際航業　株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号

578 建設工事 株式会社　大野塗装 宮崎県宮崎市大字富吉４９９１番３

579 測量・建設コンサルタント 国土防災技術　株式会社 東京都港区虎ノ門３丁目１８番５号

580 物品・役務 株式会社　日本衛生公社宮崎 宮崎県宮崎市船塚２丁目１番地１

581 測量・建設コンサルタント 一般財団法人　日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号

581 物品・役務 一般財団法人　日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号

582 建設工事 三井住友建設　株式会社 東京都中央区佃二丁目１番６号

583 測量・建設コンサルタント 株式会社　池上総合鑑定 宮崎県宮崎市大島町馬場尻１８８７番地１５
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584 物品・役務 株式会社　保全 宮崎県宮崎市大字本郷北方２２６９番地１

585 物品・役務 株式会社　ワーキング 宮崎県延岡市若葉町二丁目２６３４番地８

586 物品・役務 株式会社　井上商店 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１８６０番地３

587 建設工事 有限会社　川上電機 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２１９７番地４

588 建設工事 有限会社　西日本ボーリング 宮崎県小林市大字細野４８９７－１

589 測量・建設コンサルタント 公益財団法人　宮崎県環境科学協会 宮崎県宮崎市大字田吉字ヅンブリ６２５８番地２０

590 物品・役務 大和物産　株式会社 宮崎県宮崎市稗原町１１番地１

591 建設工事 ａｎｄ　株式会社 岐阜県高山市上岡本町５－５７９

591 物品・役務 ａｎｄ　株式会社 岐阜県高山市上岡本町５－５７９

592 建設工事 富士工業　株式会社 宮崎県宮崎市江平中町８番地７

592 測量・建設コンサルタント 富士工業　株式会社 宮崎県宮崎市江平中町８番地７

593 建設工事 鹿島道路　株式会社　 東京都文京区後楽１丁目７番２７号

594 建設工事 株式会社　森工務店 宮崎県宮崎市大字島之内７０６０

595 物品・役務 有限会社　グローアップ 宮崎県宮崎市大字跡江字坂ノ下６３９－１

596 建設工事 株式会社　小田電業 宮崎県宮崎市波島１－４１－２９

597 物品・役務 ＴＯＷＡ宮崎　株式会社 宮崎県宮崎市宮脇町８９番地２

598 建設工事 株式会社　岡本塗装店 宮崎県宮崎市霧島３丁目５１番地

599 建設工事 株式会社　九州ジスコン 宮崎県宮崎市生目台西三－８－２

600 物品・役務 株式会社　宮崎南印刷 宮崎県宮崎市大字田吉字赤江３５０番１

601 建設工事 株式会社　環境未来恒産 宮崎県宮崎市日ノ出町２２６番地

601 物品・役務 株式会社　環境未来恒産 宮崎県宮崎市日ノ出町２２６番地

602 測量・建設コンサルタント 三井共同建設コンサルタント　株式会社 東京都品川区大崎１丁目１１番１号

603 建設工事 株式会社　菱熱 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目８番１３号

604 建設工事 あさひ産業　株式会社 宮崎県日向市大字日知屋１５８３７

605 建設工事 有限会社　イキスポーツ建設 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂２７１４－２

606 建設工事 有限会社　大坪建設工業 宮崎県宮崎市花山手東２－３－１２

607 建設工事 加幅建設　有限会社 宮崎県宮崎市大字生目５００－１

608 建設工事 株式会社　コーソク 宮崎県日向市大字日知屋１２００２

609 建設工事 株式会社　彩美社 宮崎県宮崎市大島町高崎４３３２

610 建設工事 株式会社　スイケン 宮崎県宮崎市源藤町葉山２０５－２

611 建設工事 有限会社　図師緑地建設 宮崎県宮崎市佐土原町下田島６５－１

612 建設工事 有限会社　宮銘 宮崎県宮崎市大字加江田字吉久保１７８７－７

613 測量・建設コンサルタント 株式会社　ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００

614 建設工事 日本原料　株式会社 神奈川県川崎市川崎区東田町１－２

614 物品・役務 日本原料　株式会社 神奈川県川崎市川崎区東田町１－２

615 建設工事 株式会社　岩崎電管工業 宮崎県西都市大字上三財５２９４－４

616 物品・役務 宮崎電力　株式会社 宮崎県宮崎市老松二丁目２番２２号　ＪＲ宮交ツインビルオフィス９０５

617 建設工事 宮崎電力テックソリューションズ　株式会社 宮崎県宮崎市老松二丁目２番２２号　ＪＲ宮交ツインビルオフィス９０５

618 測量・建設コンサルタント 株式会社　新日本技術コンサルタント 鹿児島県鹿児島市田上八丁目２４番２１号

619 物品・役務 三井住友ファイナンス＆リース　株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号

620 建設工事 株式会社　岸田電業 宮崎県延岡市大貫町４－２９１８

621 物品・役務 富士通Ｊａｐａｎ　株式会社 東京都港区東新橋１丁目５番２号

622 建設工事 富士通Ｊａｐａｎ　株式会社 東京都港区東新橋１丁目５番２号

623 測量・建設コンサルタント 株式会社　山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号

624 建設工事 日本国土開発　株式会社 東京都港区赤坂四丁目９番９号

625 物品・役務 松田商事　株式会社 宮崎県宮崎市神宮東２－２－２２

626 物品・役務 平和リース　株式会社 宮崎県宮崎市高千穂通１丁目９番２０号

627 建設工事 大木電気・設備 宮崎県児湯郡新富町大字新田５９３４－１０

628 物品・役務 有限会社　髙山オート 宮崎県児湯郡新富町富田南一丁目１５

629 測量・建設コンサルタント 一般財団法人　高度映像情報センター 東京都千代田区霞が関３－２－１

629 物品・役務 一般財団法人　高度映像情報センター 東京都千代田区霞が関３－２－１

630 測量・建設コンサルタント 中村測建　株式会社 宮崎県宮崎市中津瀬町１２３番地

631 物品・役務 株式会社　大和速記情報センター 東京都港区新橋５－１３－１

632 建設工事 日本乾溜工業　株式会社 福岡県福岡市東区馬出１－１１－１１

632 物品・役務 日本乾溜工業　株式会社 福岡県福岡市東区馬出１－１１－１１

633 建設工事 エスエヌ環境テクノロジー　株式会社 大阪府大阪市此花区西九条５丁目３番２８号

634 建設工事 平和ハウス　株式会社 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－７７

634 物品・役務 平和ハウス　株式会社 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－７７

635 建設工事 株式会社　山田電設 宮崎県宮崎市吉村町稗原乙１１５－１

636 物品・役務 株式会社　ながと 宮崎県延岡市出北４丁目２４７９番地

637 建設工事 株式会社　日立産機システム 東京都千代田区神田練塀町３番地

638 測量・建設コンサルタント 有限会社　森本設計 宮崎県宮崎市大字本郷北方４３６０番地５

639 物品・役務 株式会社　九南 宮崎県宮崎市大字赤江２番地

640 物品・役務 株式会社　ＦＯＲＣＵＭ 宮崎県小林市細野３０８１番地１０

641 測量・建設コンサルタント 株式会社　ジオプラン 宮崎県宮崎市大字芳士３７０１番地５９

642 物品・役務 キャタピラー九州　株式会社 福岡県筑紫野市針摺東三丁目６番１号

643 建設工事 株式会社　中野管理 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１６０７９番地７０

644 建設工事 株式会社　アリマコーポレーション 鹿児島県鹿児島市新栄町２０番２１号

645 建設工事 株式会社　安部日綱工業 岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３

646 建設工事 株式会社　松村電機製作所 東京都文京区根津２丁目１２番１号

646 物品・役務 株式会社　松村電機製作所 東京都文京区根津２丁目１２番１号

647 物品・役務 株式会社　ｋｕｔｔｓｕｋｕ 宮崎県児湯郡新富町大字新田１７０６４番地３

648 物品・役務 株式会社　トーアサイエンス 宮崎県宮崎市老松二丁目３番２５号

649 建設工事 江平電気　株式会社 宮崎県宮崎市大島町立野１４５０番地

650 建設工事 都北産業　株式会社 宮崎県都城市神之山町４８６６－２

651 建設工事 高砂熱学工業　株式会社 東京都新宿区新宿６－２７－３０

652 建設工事 株式会社　武田ポンプ店 宮崎県宮崎市橘通東４丁目５番１４号

652 物品・役務 株式会社　武田ポンプ店 宮崎県宮崎市橘通東４丁目５番１４号

653 測量・建設コンサルタント 株式会社　岩切設計 宮崎県宮崎市鶴島１丁目５番２８号

654 建設工事 エクシオグループ　株式会社 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０

655 建設工事 株式会社　総合開発工業 宮崎県宮崎市大淀１－２－１９

655 測量・建設コンサルタント 株式会社　総合開発工業 宮崎県宮崎市大淀１－２－１９

656 物品・役務 ダイキンＨＶＡＣソリューション九州　株式会社 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田７０１番地

657 建設工事 株式会社　津房産業 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２１７５番地

658 測量・建設コンサルタント アジア航測　株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目１４番１号　新宿グリーンタワービル

658 物品・役務 アジア航測　株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目１４番１号　新宿グリーンタワービル

659 建設工事 株式会社　宮崎エレベータサービス 宮崎県宮崎市西池町１番５－１号

659 物品・役務 株式会社　宮崎エレベータサービス 宮崎県宮崎市西池町１番５－１号

660 物品・役務 株式会社　アウルズ 福岡県北九州市小倉北区米町１－３－１０　一宮ビル７階

661 建設工事 株式会社　東建装 宮崎県宮崎市大字瓜生野２２１８番地

662 測量・建設コンサルタント 株式会社　ヒロマエＡＺ 宮崎県宮崎市旭２丁目４番１７号

662 物品・役務 株式会社　ヒロマエＡＺ 宮崎県宮崎市旭２丁目４番１７号

663 建設工事 株式会社　岩切建設 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１５８２番地

664 測量・建設コンサルタント 株式会社　太平環境科学センター 福岡県福岡市博多区金の隈２－２－３１

664 物品・役務 株式会社　太平環境科学センター 福岡県福岡市博多区金の隈２－２－３１

665 物品・役務 三輪商事　株式会社 宮崎県延岡市三ツ瀬町２丁目３の１０

666 物品・役務 山王　株式会社　　 熊本県熊本市東区戸島西５－５－５７
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667 建設工事 鴟尾工業　株式会社 宮崎県西都市大字調殿２２３番地１

668 物品・役務 有限会社　伊地知商会 宮崎県宮崎市天満町８番８号

669 測量・建設コンサルタント グローバル・ライフ・サポート　株式会社 福岡県福岡市博多区綱場町５－１

669 物品・役務 グローバル・ライフ・サポート　株式会社 福岡県福岡市博多区綱場町５－１

670 建設工事 株式会社　ヒラヌマ 宮崎県宮崎市大塚町原ノ前１６２２番地

671 建設工事 株式会社　伊達組 宮崎県西都市新町二丁目２７番地

672 測量・建設コンサルタント 株式会社　那須設計 宮崎県宮崎市松橋１－８－１

673 建設工事 大淀造園　株式会社 宮崎県宮崎市恒久３丁目２７番地１

674 物品・役務 株式会社　エム・アイ・ピーシステム 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５番１２号

675 測量・建設コンサルタント 株式会社　オオバ 東京都千代田区神田錦町３－７－１

676 建設工事 株式会社　興電舎 宮崎県延岡市浜町２２２－１

677 建設工事 有限会社　インテリア新富 宮崎県児湯郡新富町大字日置１５３４番地９

678 建設工事 有限会社　メイコム 宮崎県宮崎市生目台西５丁目１番地１

679 建設工事 松尾建設　株式会社 佐賀県佐賀市多布施一丁目４番２７号

680 建設工事 株式会社　荏原製作所 東京都大田区羽田旭町１１番１号

681 建設工事 ＫＳＳ　株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号

681 物品・役務 ＫＳＳ　株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号

682 建設工事 佐藤工業　株式会社 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号

683 建設工事 株式会社　甲斐電機工事 宮崎県西都市中妻２丁目９７番地

684 建設工事 川幸産業　株式会社 鹿児島県鹿児島市田上町４３５１番地

685 測量・建設コンサルタント 株式会社　楠山設計 東京都千代田区神田小川町３－２０

686 測量・建設コンサルタント 西部環境調査　株式会社 長崎県佐世保市三川内新町２６番１

687 建設工事 奥村組土木興業　株式会社 大阪府大阪市港区三先１丁目１１番１８号

688 物品・役務 水研テック　株式会社 宮崎県延岡市昭和町３丁目２０１６番地

689 物品・役務 有限会社　セイワ 宮崎県宮崎市東大宮２丁目１９番２号

690 建設工事 梶原建築塗装店 宮崎県児湯郡新富町大字新田１１７５９

691 建設工事 脇谷産業　株式会社 宮崎県宮崎市佐土原町下田島６８５６番地１

692 建設工事 有限会社　江本土木 宮崎県児湯郡新富町大字日置７４３－１

693 建設工事 株式会社　藤井建設 宮崎県西都市大字右松１９７９

693 物品・役務 株式会社　藤井建設 宮崎県西都市大字右松１９７９

694 建設工事 株式会社　黒木設備工業 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２３８４－１

695 建設工事 株式会社　天井丸建設 宮崎県児湯郡新富町富田西３－２５

696 建設工事 有限会社　税田建設 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２８５５

697 建設工事 有限会社　嶋末塗装店 宮崎県宮崎市月見ヶ丘５－３―１４

698 建設工事 株式会社　川上土木 宮崎県宮崎市城ケ崎４－１９－１５

699 建設工事 株式会社　宮本組 宮崎県西都市大字右松３１８５－１

700 建設工事 株式会社　小園建設興業 宮崎県小林市野尻町紙屋３２４４

701 建設工事 有限会社　豊建設 宮崎県西都市有吉町２－３９

702 建設工事 有限会社　茶臼原造園 宮崎県西都市大字茶臼原１５５３－４

703 建設工事 株式会社　山下建設 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２６５１

704 建設工事 協和工業　株式会社 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２９３－３

705 建設工事 有限会社　おおすみ 宮崎県児湯郡川南町大字川南１６０６３

706 建設工事 有限会社　エル・ワイ・ケイ 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江７０９７－２

707 建設工事 宮崎ニチレキ　株式会社 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂７３７３－１

708 建設工事 株式会社　西條組 宮崎県宮崎市佐土原町下田島５８

709 建設工事 株式会社　ダイニチ開発 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－９１８

710 建設工事 株式会社　戸敷開発 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂７６２４

711 建設工事 南日本興業　株式会社 宮崎県宮崎市生目台西３－８－１

712 建設工事 希望建築 宮崎県児湯郡新富町大字上富田６２９１－１

713 建設工事 田中工務店 宮崎県児湯郡新富町大字新田５７６－２

714 建設工事 株式会社　丸岡産商 宮崎県宮崎市大字島之内字永池９２１２－２７

715 建設工事 有限会社　道路施設工業 宮崎県宮崎市谷川２－３－３

716 建設工事 株式会社　馬原造園建設 宮崎県宮崎市大字瓜生野字垂門３７１１

717 建設工事 クマモト工業　株式会社 宮崎県宮崎市月見ヶ丘６－１３－１５

718 建設工事 有限会社　宮崎日光工業 宮崎県宮崎市大字赤江１２４９－８

719 建設工事 有限会社　エイエフ工業 宮崎県宮崎市小戸町６９－１

720 建設工事 株式会社　白陽 宮崎県宮崎市高千穂通１－３－２６

720 物品・役務 株式会社　白陽 宮崎県宮崎市高千穂通１－３－２６

721 建設工事 株式会社　尾鈴建設 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江３９９番地４

722 物品・役務 株式会社　時空テクノロジーズ 東京都港区南麻布３－１９－１６

723 測量・建設コンサルタント 株式会社　日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号

724 測量・建設コンサルタント 株式会社　梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号

725 測量・建設コンサルタント 株式会社　醇まちづくり技術研究所 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目８番１２号

726 建設工事 アズビル　株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

726 物品・役務 アズビル　株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

727 建設工事 株式会社　アブニール 宮崎県東臼杵郡門川町大字加草８８番地３

728 物品・役務 スパークジャパン　株式会社 宮崎県宮崎市柳丸町８５番地

729 建設工事 株式会社　共立電照 宮崎県宮崎市高岡町高浜１４９５番地５５

729 物品・役務 株式会社　共立電照 宮崎県宮崎市高岡町高浜１４９５番地５５

730 物品・役務 キャノンシステムアンドサポート　株式会社 東京都港区港南２－１６－６

731 物品・役務 アオヤギ　株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－３１

732 物品・役務 株式会社　河合楽器製作所 静岡県浜松市中区寺島町２００番地

733 測量・建設コンサルタント 株式会社　東畑建築事務所 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目６番１０号

734 物品・役務 株式会社　ＷＯＮＤＥＲ未来図 宮崎県宮崎市大島町前田３２３－７

735 建設工事 株式会社　志多組 宮崎県宮崎市高千穂通一丁目４番３０号

736 物品・役務 株式会社　中西製作所 大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番１４号

737 建設工事 株式会社　石垣 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

738 物品・役務 南九州システム　株式会社 宮崎県都城市前田町７街区２４号

739 測量・建設コンサルタント 株式会社　日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋掘留町１－５－７

740 建設工事 株式会社　マスジュウ 宮崎県宮崎市下北方町野田５９０番地１

741 建設工事 株式会社　宮崎総合スポーツ 宮崎県宮崎市大字赤江１２４２番地５

741 物品・役務 株式会社　宮崎総合スポーツ 宮崎県宮崎市大字赤江１２４２番地５

742 建設工事 株式会社　エアシステム工業 宮崎県宮崎市大字赤江１５５７番地３

743 物品・役務 特定非営利活動法人　ハッピーデイズ 宮崎県児湯郡新富町大字日置１５５０番２

744 建設工事 株式会社　暁建業 宮崎県都城市大岩田町５３７７番地２

745 建設工事 新明和工業　株式会社 兵庫県宝塚市新明和町１番１号

746 建設工事 株式会社　名村造船所 佐賀県伊万里市黒川町塩屋５－１

747 建設工事 株式会社　九州日立 福岡県福岡市早良区百道浜二丁目１番１号

748 建設工事 株式会社　共立電機製作所 宮崎県宮崎市高岡町高浜１４９５番地５５

749 物品・役務 神戸綜合速記　株式会社 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号

750 建設工事 株式会社　青木建設 宮崎県児湯郡新富町大字上富田４８８９－２

751 建設工事 株式会社　稔産業 宮崎県東諸県郡国富町大字須志田５９１

752 物品・役務 株式会社　九州テン 長崎県佐世保市小佐々町葛籠２７８番地１８

753 物品・役務 宅配クック１２３　西都・東諸県・児湯店 宮崎県宮崎市高岡町小山田３７５５

754 測量・建設コンサルタント 株式会社　教育施設研究所　 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号

755 測量・建設コンサルタント 株式会社　久米設計 東京都江東区潮見二丁目１番２２

756 測量・建設コンサルタント 株式会社　綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３０－５
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757 建設工事 株式会社　河北 宮崎県児湯郡都農町大字川北４８８４番地

758 建設工事 株式会社　木下築炉 大分県大分市大字迫８１７番地

759 測量・建設コンサルタント 株式会社　アイアン 宮崎県宮崎市大塚町竹下５３２－１２

760 建設工事 新富町管水道工事業協同組合 宮崎県児湯郡新富町大字上富田５３９３番地７

761 建設工事 株式会社　富士ピー・エス 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１３番８号

762 物品・役務 甲斐電気管理事務所 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３６７５番地

763 建設工事 共立冷熱　株式会社 宮崎県宮崎市大字赤江１７９７番地４

764 建設工事 株式会社　さつき工業 宮崎県宮崎市大字芳士９３７－３

765 建設工事 日本車輌製造　株式会社 愛知県名古屋市熱田区三本松町１番１号

766 建設工事 株式会社　カイチ電設 宮崎県宮崎市太田３－７－４

767 建設工事 株式会社　久光園 宮崎県宮崎市佐土原町下田島２０８－１

768 物品・役務 三保電機　株式会社 広島県広島市西区大芝１丁目２４番１９号

769 建設工事 大淀開発　株式会社 宮崎県都城市上長飯町５４２７番地１

770 建設工事 株式会社　テクアノーツ 埼玉県川口市芝下１丁目１番３号

770 物品・役務 株式会社　テクアノーツ 埼玉県川口市芝下１丁目１番３号

771 測量・建設コンサルタント 株式会社　創建　 宮崎県日向市大字塩見１５２２７番１

772 建設工事 株式会社　ヒラハラテクノ 宮崎県宮崎市大字加江田３６７２ー５

773 測量・建設コンサルタント 株式会社　測進開発 宮崎県宮崎市大字跡江６６０

774 建設工事 株式会社　宮電 宮崎県宮崎市大字赤江８３１番地１

775 物品・役務 医療法人　宮崎博愛会 宮崎県宮崎市丸山２丁目１１２－１

776 物品・役務 株式会社　ＭＪＣ 宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１

777 測量・建設コンサルタント 株式会社　ＡＡＯ 宮崎県宮崎市霧島３丁目７９番地　加賀ビル１０２

778 物品・役務 音伍繊維工業　株式会社 福岡県福岡市東区多の津４－６－１８

779 物品・役務 株式会社　マルゼン 東京都台東区根岸二丁目１９番１８号

780 物品・役務 株式会社　ＱＴｍｅｄｉａ 福岡県福岡市中央区天神一丁目４番２号

781 物品・役務 ワールドウォーターバッグ　株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川１－６－２３

782 物品・役務 株式会社　九州日立システムズ 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目１２番２２号

783 建設工事 東亜道路工業　株式会社 東京都港区六本木７－３－７

784 建設工事 東急建設　株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号

785 測量・建設コンサルタント アース建設コンサルタント　株式会社 宮崎県宮崎市出来島町２９番地７

786 建設工事 株式会社　旭友 宮崎県宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１

786 物品・役務 株式会社　旭友 宮崎県宮崎市大字本郷北方字境田３０４１番地１

787 測量・建設コンサルタント 株式会社　日設コンサルタント 福岡県福岡市博多区中呉服町１－２２

788 建設工事 森都工業　株式会社 宮崎県宮崎市宮崎駅東二丁目４番地１３

789 建設工事 西戸崎興産　株式会社 福岡県福岡市東区大岳２－１－１

789 物品・役務 西戸崎興産　株式会社 福岡県福岡市東区大岳２－１－１

790 物品・役務 株式会社　三洋環境社プランナー 宮崎県宮崎市大字島之内１５７１番地

791 建設工事 九州電通建設　株式会社 宮崎県都城市早鈴町１４９６番地

791 物品・役務 九州電通建設　株式会社 宮崎県都城市早鈴町１４９６番地

792 建設工事 株式会社　コトブキ 東京都港区浜松町１丁目１４番５号

793 物品・役務 株式会社　九州コーユー 佐賀県小城市三日月町金田８１３番地

794 測量・建設コンサルタント 株式会社　ＳＰフォーラム 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

794 物品・役務 株式会社　ＳＰフォーラム 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

795 建設工事 南九州向洋電機　株式会社 大阪府吹田市江の木町２０番１５号

795 物品・役務 南九州向洋電機　株式会社 大阪府吹田市江の木町２０番１５号

796 物品・役務 Ｋ・Ｐクリエイションズ　株式会社 宮崎県宮崎市旭１丁目６番２５号

797 建設工事 昭和建設　株式会社 宮崎県宮崎市松山２－３－６

798 測量・建設コンサルタント 株式会社　ネットワークデザイン 宮崎県宮崎市佐土原町下田島１１８８８番地１６

799 建設工事 株式会社　緒方塗装 宮崎県宮崎市南花ヶ島町３４１番地３

800 建設工事 春山建設工業　株式会社 宮崎県宮崎市田野町乙９５２５

801 建設工事 有限会社　斉田商事 宮崎県児湯郡新富町富田２丁目１０番地１

801 物品・役務 有限会社　斉田商事 宮崎県児湯郡新富町富田２丁目１０番地１

802 建設工事 旭陽電業　株式会社 宮崎県延岡市出北一丁目２番２５号

802 物品・役務 旭陽電業　株式会社 宮崎県延岡市出北一丁目２番２５号

803 建設工事 株式会社　山口鉄工建設 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋８８１４－１

804 建設工事 株式会社　佐藤塗装店 宮崎県宮崎市高千穂通２－１－５

805 建設工事 株式会社　マエダ工業 宮崎県宮崎市大字大瀬町１４８番地１

806 建設工事 オダギリ・コーポレーション　株式会社 宮崎県西都市大字藤田１３７１―３

807 測量・建設コンサルタント 株式会社　地域科学研究所 大分県大分市東春日町１－１　ＮＳ大分ビル

807 物品・役務 株式会社　地域科学研究所 大分県大分市東春日町１－１　ＮＳ大分ビル

808 物品・役務 一般社団法人　日本健康倶楽部 東京都千代田区平河町２丁目６番１号

809 建設工事 愛知時計電機　株式会社 愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０

809 物品・役務 愛知時計電機　株式会社 愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０

810 建設工事 有限会社　吉野建設 宮崎県児湯郡新富町大字新田１６３５８－５

811 物品・役務 株式会社　アクア分析センター 宮崎県都城市下川東２丁目１３－１２

812 測量・建設コンサルタント サンコーコンサルタント　株式会社 東京都江東区亀戸１－８－９

813 建設工事 有限会社　Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 宮崎県宮崎市佐土原町下田島４８８９番地

813 物品・役務 有限会社　Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 宮崎県宮崎市佐土原町下田島４８８９番地

814 測量・建設コンサルタント セントラルコンサルタント　株式会社 東京都中央区晴海２丁目５番２４号

815 物品・役務 有限会社　かわにし 宮崎県宮崎市大字島之内６６７９

816 物品・役務 宮崎電子機器　株式会社 宮崎県宮崎市下原町２１４－１８

817 建設工事 株式会社　コム光成 宮崎県宮崎市太田一丁目３番３２号

818 物品・役務 熊谷印刷　株式会社 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６２４

819 建設工事 浅野アタカ　株式会社 東京都台東区北上野二丁目８番７号

819 物品・役務 浅野アタカ　株式会社 東京都台東区北上野二丁目８番７号

820 建設工事 株式会社　プランテムタナカ 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目１番２６号

821 建設工事 フコク電興　株式会社 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８

821 測量・建設コンサルタント フコク電興　株式会社 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８

822 建設工事 有限会社　大岩建設 宮崎県児湯郡川南町大字平田１４８０番地

823 建設工事 アイワ工業　株式会社 宮崎県宮崎市高岡町上倉永２８６３番地１

824 建設工事 株式会社　ホシヤマ 宮崎県小林市細野２６３３番地１

824 物品・役務 株式会社　ホシヤマ 宮崎県小林市細野２６３３番地１

825 建設工事 株式会社　ニシハラセイフティクリーン 宮崎県延岡市昭和町１－１１－１０

826 物品・役務 ホシザキ南九　株式会社 鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目４１番１１号

827 建設工事 宮崎ライン工業　株式会社 宮崎県宮崎市希望ケ丘３丁目３２番１１号

828 建設工事 株式会社　電工社 宮崎県宮崎市丸島町４－９

829 建設工事 コトブキシーティング株式会社 東京都千代田区神田駿河台１－２－１

829 物品・役務 コトブキシーティング株式会社 東京都千代田区神田駿河台１－２－１

830 建設工事 東芝エレベータ　株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

831 建設工事 有限会社　三鋼建材 宮崎県宮崎市花ヶ島町笹原２２９７番地６

832 物品・役務 株式会社　コーユービジネス 大阪府大阪市中央区南本町一丁目６番２０号

833 建設工事 株式会社　九都防水工業 宮崎県都城市志比田町９１４３番地５

834 建設工事 太田電機設備　有限会社 宮崎県児湯郡新富町大字上富田５１４０－１

835 建設工事 株式会社　アセント 東京都港区芝浦４－１６－２３

836 測量・建設コンサルタント 株式会社　オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号

837 建設工事 株式会社　佐藤技研 宮崎県東臼杵郡門川町大字加草２２８３番地７

838 物品・役務 有限会社　タケマサ 宮崎県宮崎市山崎町下ノ原９７１番地１
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839 測量・建設コンサルタント 西日本環境技研　株式会社 宮崎県小林市東方３７７１番地３

840 建設工事 株式会社　ナガワ 東京都千代田区丸の内１－４－１

840 物品・役務 株式会社　ナガワ 東京都千代田区丸の内１－４－１

841 物品・役務 宮崎トヨタ自動車　株式会社 宮崎県宮崎市大字芳士字谷口６９２－１７

842 物品・役務 ビッグスポーツ平原 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４６４８番地

843 測量・建設コンサルタント 株式会社　都市総合開発研究所 宮崎県都城市栄町２４－２

844 測量・建設コンサルタント 有限会社　村社和弘建築事務所 宮崎県宮崎市大字恒久４１０７番地２１

845 測量・建設コンサルタント 株式会社　弘栄設計 宮崎県宮崎市鶴島１丁目７番１２号

846 建設工事 有限会社　宮本工務店 宮崎県児湯郡新富町大字日置７８３－１８

847 建設工事 株式会社　タイヨー 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂３４７０番地の３

848 物品・役務 有限会社　茶原毛糸店 宮崎県西都市妻町１丁目５４番地

849 建設工事 ＮＴＴビジネスソリューションズ　株式会社 大阪府大阪市北区大深町３番１号

850 建設工事 株式会社　高鍋造園土木 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田２７６１－４

851 建設工事 株式会社　宮防 宮崎県宮崎市大字田吉１８８６番地

851 物品・役務 株式会社　宮防 宮崎県宮崎市大字田吉１８８６番地

852 物品・役務 児湯広域森林組合 宮崎県西都市小野崎１丁目１８番地

853 建設工事 有限会社　二幸設備工業　　 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２７７７

853 物品・役務 有限会社　二幸設備工業　　 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２７７７

854 物品・役務 新富町商工会 宮崎県児湯郡新富町富田南１丁目１１２番地２

855 物品・役務 しんとみネット　株式会社 宮崎県児湯郡新富町富田一丁目１１番地

856 物品・役務 ミニマムデザイン 宮崎県児湯郡新富町富田２－５４－１０３

857 測量・建設コンサルタント 株式会社　環境技術研究所 大阪府大阪市西区阿波座１－３－１５

858 物品・役務 宮崎県音響照明舞台事業協同組合 宮崎県宮崎市大字本郷北方２７５３番地５

859 物品・役務 三幸工業　株式会社 福岡県北九州市小倉北区米町２－２－１

860 測量・建設コンサルタント 株式会社　東洋環境分析センター 鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目１１番１０号

861 建設工事 富士電機ＩＴソリューション　株式会社 東京都千代田区外神田６－１５－１２

861 物品・役務 富士電機ＩＴソリューション　株式会社 東京都千代田区外神田６－１５－１２

862 建設工事 管清工業　株式会社 東京都世田谷区上用賀１丁目７番３号

862 物品・役務 管清工業　株式会社 東京都世田谷区上用賀１丁目７番３号

863 物品・役務 ソリマチ　株式会社 新潟県長岡市表町１－４－２４

864 建設工事 双葉工業　株式会社 宮崎県宮崎市村角町中尊１８２８－４

865 測量・建設コンサルタント 株式会社　エス技建 福岡県福岡市博多区住吉４－２７－３　テクノ住吉２０２

866 物品・役務 株式会社　凌駕 宮崎県宮崎市大字瓜生野３６７５―１

867 建設工事 日本ピー・シー・テー建設　株式会社 宮崎県延岡市大武町７８７番地１

868 建設工事 理水化学　株式会社 大阪府大阪市北区南森町１丁目４番１０号

869 建設工事 株式会社　西部システム 鹿児島県鹿児島市加治屋町４番２３号　ロイヤルリバーマル善２０１号室

870 建設工事 株式会社　エコペン 宮崎県宮崎市大塚台東２丁目４番地１０

871 物品・役務 株式会社　ソフトテックス 宮崎県宮崎市大字田吉６３０７番地２

872 建設工事 株式会社　下森建装 宮崎県都城市神之山町４８４１番地

873 建設工事 東芝プラントシステム　株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４

874 物品・役務 オノコボデザイン　合同会社 宮崎県延岡市稲葉崎町一丁目２６１０番地１

875 物品・役務 株式会社　南九州沖縄クボタ 鹿児島県霧島市溝辺町崎森９７３番地１

876 物品・役務 株式会社　エー・アール・シー 東京都品川区東大井５－１１－２Ｋ－１１ビル２階・３階

877 建設工事 有限会社　東海電気工事 宮崎県宮崎市大字赤江１１１６－２

878 物品・役務 有限会社　新成田総合社 千葉県成田市不動ケ岡１１２８番地１９

879 建設工事 有限会社　郡山板金工業所 宮崎県宮崎市祇園３－８６－１

880 物品・役務 東児湯消防設備保守協同組合 宮崎県児湯郡木城町大字椎木４７２９番地２

881 物品・役務 アボック　株式会社 宮崎県宮崎市城ケ崎４丁目１６番地１４

882 建設工事 東塗装 宮崎県児湯郡新富町大字新田１６７９９－９

883 物品・役務 東洋計器　株式会社 長野県松本市和田３９６７番地１０号


