
■令和4年度健康づくり優良事業所 （順不同）

通番 事業所様の名称 所在地

1 東雲建設　株式会社 久留米市

2 ライズロード　株式会社 福岡市東区

3 有限会社　ＹＫスピリッツ 福岡市西区

4 佐藤工事　株式会社 田川郡添田町

5 株式会社　みつ葉グループ 福岡市博多区

6 有限会社　間宮組 北九州市八幡西区

7 株式会社　原企画 田川郡糸田町

8 大和建設株式会社 久留米市

9 株式会社　メディックス 北九州市小倉南区

10 壱岐設備工業　有限会社 福岡市西区

11 三協技建　株式会社 飯塚市

12 株式会社　大藪建設 八女市

13 福岡県教科図書　株式会社 福岡市中央区

14 ラピードアクト　株式会社 福岡市中央区

15 株式会社さくらトータルライフ 田川市

16 飯塚市

17 トヨタＬ＆Ｆ福岡　株式会社 福岡市博多区

18 有限会社　秋吉組 朝倉市

19 株式会社　和田設計 福岡市中央区

20 泰平印刷　株式会社 北九州市小倉北区

21 株式会社　かねぜん建設 大川市

22 株式会社　才田組 朝倉市

23 株式会社三井綜合保険事務所 田川郡香春町

24 医療法人社団　久英会 久留米市

25 九州クリーン工業　株式会社 福岡市早良区

26 株式会社　竹之下 北九州市若松区

27 太平洋貿易　株式会社 福岡市博多区

28 株式会社　川口建設 柳川市

29 株式会社　エフ・テクノ 朝倉市

30 山口建設工業　株式会社 北九州市八幡西区

31 ダイワインクス株式会社 久留米市

32 株式会社　九州空調 福岡市東区

33 宮田　建設　株式会社 北九州市八幡西区

34 株式会社　サイバネテック 直方市

35 株式会社　サン電工社 福岡市中央区

36 社会福祉法人弥光会特別養護老人ホームライフ 田川郡川崎町

37 株式会社　エムズサイエンス 福岡市早良区

38 株式会社　藤原組 福岡市東区

39 株式会社　杉本電設 北九州市小倉南区

40 有限会社　晃洋技研 行橋市
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通番 事業所様の名称 所在地

41 株式会社ハートソフトウェア 福岡市博多区

42 社会福祉法人　久英会久英会シニアビレッジ 八女郡広川町

43 株式会社　ＥＰＯ 北九州市小倉南区

44 ビズ・エンジニアリング株式会社 福岡市中央区

45 ビズ・リファイン　株式会社 福岡市中央区

46 新美和石油　株式会社 福岡市中央区

47 株式会社　白寿会 福岡市早良区

48 福岡酸素株式会社 久留米市

49 社会医療法人　福西会 福岡市早良区

50 有限会社介護センターこころ 糟屋郡篠栗町

51 Ｚ―ＴＡＫＥ　株式会社 福岡市東区

52 正興電気建設　株式会社 福岡市南区

53 社会福祉法人　菊陽会すずらん保育所 田川郡福智町

54 有限会社　丸政 田川郡川崎町

55 九州地理情報　株式会社 福岡市東区

56 有限会社ＤＳ．Ｃｏｍｐａｎｙ 田川郡川崎町

57 株式会社　富士ピー・エス 福岡市中央区

58 株式会社ケービーシーメディア 福岡市中央区

59 さくら交通　株式会社 朝倉市

60 株式会社　オークマ 朝倉市

61 株式会社　ダイショー 福岡市東区

62 株式会社西日本企画サービス 久留米市

63 株式会社　ネクスト 北九州市八幡西区

64 株式会社　大熊 飯塚市

65 株式会社　スズキ 田川郡福智町

66 西日本オートリサイクル株式会社 北九州市若松区

67 株式会社　へいせい 糸島市

68 株式会社　カヤ工業 北九州市小倉南区

69 株式会社　グリーン　クロス 福岡市中央区

70 株式会社　丸和技研 直方市

71 公益財団法人福岡労働衛生研究所 福岡市南区

72 公益社団法人福岡県医師会 福岡市博多区

73 共栄建設　株式会社 福岡市中央区

74 行政書士法人　アドバンス 福岡市中央区

75 社会保険労務士法人アドバンス 福岡市中央区

76 公立学校共済組合福岡支部 福岡市博多区

77 西光　建設　株式会社 福岡市東区

78 株式会社エ―ワンコンサルタント 久留米市

79 九州日植　株式会社 福岡市南区

80 株式会社　しろみず 北九州市若松区

81 株式会社　北洋建設 福岡市博多区

82 日本ソフト技研　株式会社 北九州市戸畑区
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通番 事業所様の名称 所在地

83 株式会社　紀之国屋 直方市

84 社会福祉法人　野の花学園 福岡市中央区

85 株式会社　西部　技研 古賀市

86 西日本三建サービス株式会社 福岡市中央区

87 有限会社　エイコーウェル 宗像市

88 サンビット　株式会社 福岡市博多区

89 九州日野自動車　株式会社 福岡市東区

90 栄共電設　株式会社 福岡市博多区

91 株式会社　アダチ 北九州市戸畑区

92 株式会社　栄電舎 久留米市

93 大輝ロード　株式会社 福岡市東区

94 株式会社ビリーフビューティー 久留米市

95 照栄建設　株式会社 福岡市南区

96 株式会社　レイメイ藤井 福岡市博多区

97 九昭電設工業　株式会社 北九州市小倉北区

98 株式会社　久留米電気商会 久留米市

99 株式会社　ベストサプライ 福岡市中央区

100 株式会社　ウエダ 築上郡築上町

101 株式会社　アドソフト 福岡市博多区

102 大正道路産業　株式会社 北九州市八幡西区

103 平井スポ－ツ建設　株式会社 福岡市東区

104 株式会社　ミドリ印刷 福岡市博多区

105 株式会社　アスリード 直方市

106 株式会社　秀建 福岡市東区

107 株式会社　豊田建設 行橋市

108 東洋　ステンレス　研磨工業　株式会社 太宰府市

109 信和鋼板　株式会社 北九州市若松区

110 三友工業株式会社 福岡市東区

111 祐倖建設　株式会社 柳川市

112 株式会社さくら保険サービス 久留米市

113 藤設備　株式会社 田川市

114 株式会社　通信企画 福岡市博多区

115 株式会社　ディジテック 福岡市博多区

116 株式会社　放作 行橋市

117 西日本　オートメーション株式会社 福岡市博多区

118 日商保険コンサルティング株式会社 久留米市

119 占部建設　株式会社 福岡市博多区

120 株式会社　洸成 京都郡苅田町

121 有限会社　梶原設備工業 鞍手郡小竹町

122 大牟田運送　株式会社 大牟田市

123 株式会社　エトウ 大川市

124 株式会社　山義建設 福岡市西区
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通番 事業所様の名称 所在地

125 株式会社　あんしん工房 福岡市東区

126 ＭＯ設計　株式会社

127 株式会社　内野組 久留米市

128 河野建設　株式会社 八女郡広川町

129 株式会社　福岡防災 福岡市博多区

130 社会福祉法人　久英会軽費老人ホ―ム　ゆのそ苑 久留米市

131 株式会社　キューオキ 福岡市南区

132 株式会社　大藪組 筑後市

133 社会福祉法人　ふれあい 福岡市早良区

134 協和建設　株式会社 直方市

135 九州包装機材工業　株式会社 大野城市

136 社会福祉法人　南風会ヘルシ―ハイム 北九州市小倉北区

137 株式会社　保険プラザ 福岡市南区

138 有限会社　サン・フレッシュ 築上郡築上町

139 有限会社　笑テクニカル工業 宮若市

140 株式会社　宮崎電気商会 福岡市城南区

141 株式会社　広田工務店 福岡市早良区

142 社会福祉法人　今山会　特別養護老人ホーム　寿生苑 福岡市西区

143 株式会社　酒井組 八女市

144 株式会社　サンコー 福岡市博多区

145 株式会社　ジー・ロジテック九州支社 古賀市

146 有限会社　ＴＭ保険センター 北九州市小倉北区

147 正晃　株式会社 福岡市東区

148 株式会社　アスコム 福岡市博多区

149 株式会社　冨永商店 福岡市西区

150 山下医科器械　株式会社 福岡市博多区

151 誠新産業　株式会社 福岡市中央区

152 丸亀観光　株式会社 直方市

153 株式会社　ニシデン 福岡市中央区

154 篠栗観光バス　有限会社 糟屋郡篠栗町

155 有限会社共栄資源管理センタ―小郡 小郡市

156 一般財団法人医療情報健康財団 福岡市博多区

157 株式会社　マエダ 鞍手郡鞍手町

158 九州ベルテクス　株式会社 福岡市東区

159 株式会社　オニクス 北九州市小倉北区

160 株式会社　イデックスビジネスサービス 福岡市博多区

161 日本地研　株式会社 福岡市博多区

162 ノアメディカルシステム株式会社 福岡市博多区

163 フジクス九州　株式会社 糟屋郡粕屋町

164 計測検査　株式会社 北九州市八幡西区

165 株式会社　宇喜多工業 直方市

166 日本ブライス　株式会社 福岡市博多区
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通番 事業所様の名称 所在地

167 株式会社　メイホー 直方市

168 株式会社　平和電興 福岡市中央区

169 株式会社　平井電業社 福岡市早良区

170 チクシ電気株式会社 福岡市中央区

171 九州酸素　株式会社 飯塚市

172 株式会社　ライフキット 北九州市小倉北区

173 一般財団法人福岡県交通安全協会 福岡市博多区

174 株式会社　大橋　造園　土木 福岡市博多区

175 大新工業有限会社 直方市

176 一般財団法人船員保険会船員保険福岡健康管理センター 福岡市東区

177 大高　建設　株式会社 福岡市博多区

178 株式会社　廣田建設 糟屋郡篠栗町

179 株式会社　待鳥建設 柳川市

180 有限会社　本田クレ―ン 宗像市

181 九州電気管理協同組合 福岡市博多区

182 菅原造園建設　株式会社 北九州市戸畑区

183 有限会社　井上住建 福岡市東区

184 岩田産業　株式会社 福岡市博多区

185 松田建設　工業　株式会社 北九州市若松区

186 株式会社　ＮＫΒ 北九州市小倉北区

187 株式会社　ダイコウ技建 北九州市小倉北区

188 株式会社　鶴田工業 朝倉市

189 株式会社　ΗＡＲＡＴＡＫＥ 久留米市

190 アイギスセキュリティ株式会社 北九州市八幡西区

191 船尾鉱山　株式会社 田川市

192 筑後商工会議所 筑後市

193 株式会社　宮原土木建設 太宰府市

194 有限会社　立花電工 八女市

195 株式会社　ベガ 福岡市早良区

196 エイリツ電子産業　株式会社 福岡市南区

197 佐野恵樹園　株式会社 久留米市

198 株式会社　マルヨシ 北九州市若松区

199 株式会社　中柴工務店 北九州市八幡東区

200 株式会社　くりえいと 宗像市

201 株式会社　小野原鉄工所 直方市

202 有限会社　ヨシタケ金物 大野城市

203 株式会社　ネクストステージ 春日市

204 株式会社　古賀建設工業所 柳川市

205 豊運輸　株式会社 糟屋郡久山町

206 株式会社　イデアルライフ 北九州市小倉北区

207 アド印刷　株式会社 福岡市博多区

208 株式会社　乗富鉄工所 柳川市
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通番 事業所様の名称 所在地

209 アドバンス　株式会社 福岡市東区

210 株式会社　ガッちゃんのいえ 北九州市八幡西区

211 糸島医師会病院　冨田　昌良 糸島市

212 株式会社　昭和組 大川市

213 有限会社　隆将カンパニー 田川市

214 株式会社　ユー・エス・ケイ 福岡市博多区

215 空研工業　株式会社 福岡市中央区

216 株式会社　執行茂寿園 久留米市

217 株式会社　永末組 田川郡福智町

218 株式会社　グッド・サポート 福岡市博多区

219 有限会社　朝日水工業 糟屋郡篠栗町

220 株式会社　筑紫工業 那珂川市

221 ＫＯＨＯ　株式会社 北九州市八幡西区

222 株式会社　瀬登 北九州市八幡東区

223 株式会社　一蘭 福岡市博多区

224 福岡地下街開発　株式会社 福岡市中央区

225 社会福祉法人　朝倉恵愛会老人ホーム　いしずえ荘 朝倉市

226 協業組合　朝倉浄水 朝倉市

227 株式会社　南福岡自動車学校 大野城市

228 立花運輸倉庫　株式会社 八女市

229 別府建設　株式会社 福岡市東区

230 福岡電材　株式会社 福岡市博多区

231 大平道路　株式会社 福岡市城南区

232 サポートリンク　株式会社 福岡市博多区

233 エスエス産業　株式会社 福岡市東区

234 株式会社　オークス建設 福岡市博多区

235 株式会社　千道 飯塚市

236 有限会社　つくしの交通 筑紫野市

237 株式会社　関屋電設 大野城市

238 木原建設　株式会社 柳川市

239 福岡運輸　株式会社 福岡市博多区

240 株式会社　エヌ　エフ　ティ 太宰府市

241 株式会社　直方建機 直方市

242 濱崎建設　株式会社 久留米市

243 株式会社　包研 福岡市東区

244 交通器材　株式会社 福岡市博多区

245 社会福祉法人　愛光会 嘉麻市

246 株式会社　ｎｉｋｏｔｔｏ 柳川市

247 株式会社　岡崎製作所 北九州市戸畑区

248 福岡ひびき信用金庫 北九州市八幡東区

249 株式会社大建補償コンサルタント 福岡市南区

250 エイコ―　コンサルタンツ株式会社 福岡市南区
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251 筑紫野市商工会 筑紫野市

252 有限会社　坂口設備工業 福岡市東区

253 株式会社コアズ九州事業本部 福岡市博多区

254 クラシックマネジメントグループ　株式会社 宮若市

255 株式会社　共栄ベスト 大川市

256 うきは市

257 株式会社　グローバル・ソリューション 福岡市東区

258 株式会社　永和ビルテック 田川市

259 九州総合建設株式会社 北九州市若松区

260 親和工業　株式会社 糟屋郡須恵町

261 福岡スバル　株式会社 福岡市東区

262 栄伸物流サービス　有限会社 糟屋郡粕屋町

263 有限会社福岡メディカルサービス 福津市

264 株式会社　アスパートナー 福岡市中央区

265 有限会社　荒巻商店 久留米市

266 有限会社　シンエイ工業 八女市

267 萃香園　株式会社 久留米市

268 坂本建工　株式会社 嘉麻市

269 株式会社　篠原工務所 久留米市

270 株式会社　システムマインド 福岡市博多区

271 株式会社　マツモト 京都郡苅田町

272 日新産業　株式会社 福岡市博多区

273 株式会社　キュービ 福岡市中央区

274 株式会社　河本商事 京都郡苅田町

275 正和電機　株式会社 久留米市

276 株式会社　田中建設 小郡市

277 九州環境整備　株式会社 直方市

278 一般財団法人福岡県社会保険協会 福岡市中央区

279 有限会社　堤電設 久留米市

280 八女カイセー株式会社 八女郡広川町

281 アイスマン　株式会社 久留米市

282 福糧運輸　株式会社 福岡市早良区

283 エー・ジー・ケー株式会社 田川郡添田町

284 税理士法人　エルビーエー 北九州市門司区

285 株式会社　エイチエム 福岡市中央区

286 社会福祉法人　清風会ケアハウスエスぺランザ 福岡市博多区

287 西部建設株式会社 福岡市中央区

288 成央建設　株式会社 八女市

289 松尾建設工業　株式会社 八女市

290 株式会社　九州栄電社 久留米市

291 株式会社　永江組 みやま市

292 有限会社　構造保全技術 飯塚市

293 社会福祉法人添寿会　介護老人保健施設 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝｿｴﾀﾞ 田川郡添田町
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通番 事業所様の名称 所在地

294 株式会社　友和建設 遠賀郡岡垣町

295 株式会社　永和 中間市

296 社会福祉法人　筑陽会赤坂園 八女郡広川町

297 株式会社　スターラップ・テクノロジー 福岡市早良区

298 西田工業　株式会社 飯塚市

299 大成管理開発株式会社 福岡市中央区

300 森山工業　株式会社 久留米市

301 永末工業　株式会社 京都郡苅田町

302 株式会社　明和製作所 糸島市

303 板井　築炉　株式会社 北九州市小倉北区

304 社会福祉法人　多聞福祉会彌栄苑 八女郡広川町

305 株式会社　二鶴堂 福岡市東区

306 壱岐・対馬フェリー株式会社 福岡市中央区

307 株式会社　近藤建設 久留米市

308 セイワパーク株式会社 福岡市博多区

309 有限会社　松浦組 北九州市若松区

310 吉浦海運株式会社 北九州市小倉北区

311 一般財団法人福岡県浄化槽協会 糟屋郡篠栗町

312 斎藤物産株式会社 糟屋郡須恵町

313 九州運輸建設株式会社 北九州市八幡西区

314 博多　シヤリング　工業株式会社 福岡市博多区

315 株式会社　正栄電設工業 北九州市小倉北区

316 株式会社　尋木組 筑後市

317 株式会社　ヒサミツセンター 久留米市

318 キャタピラー九州　株式会社 筑紫野市

319 株式会社　沖縄　物流 福岡市東区

320 株式会社　福山組 北九州市八幡西区

321 株式会社　国光産業 朝倉市

322 株式会社　九酸 直方市

323 有限会社　筑穂プロパン 飯塚市

324 筑豊団地ガス　株式会社 直方市

325 株式会社　サカヒラ 飯塚市

326 丸三工業　株式会社 福岡市博多区

327 直方ガス株式会社 直方市

328 株式会社　小竹ガス商会 鞍手郡小竹町

329 株式会社　九酸ガス住設 飯塚市

330 株式会社介護サービスわかば 直方市

331 株式会社　フィネス 福岡市博多区

332 株式会社　九州建設マネジメントセンター 福岡市博多区

333 大和コンサル株式会社 久留米市

334 有限会社　詩織住建 久留米市

335 福岡県　国民　健康保険団体　連合会 福岡市博多区

8



通番 事業所様の名称 所在地

336 株式会社　アプリップリ 嘉麻市

337 株式会社　三成技建 大野城市

338 福岡金属興業　株式会社 直方市

339 株式会社ヒューマン＆アソシエイツ 福岡市中央区

340 北九州商工会議所 北九州市小倉北区

341 有限会社　Ｍｉｙａｍａコーポレーション 糟屋郡宇美町

342 西鉄建設株式会社 福岡市中央区

343 日之出産業株式会社 久留米市

344 田中食品産業　株式会社 柳川市

345 株式会社　シュテルン福岡 福岡市東区

346 株式会社　イデックスオート・ジャパン 福岡市東区

347 株式会社　真鍋組 宗像市

348 株式会社　坂田建設 三井郡大刀洗町

349 三浦造園土木建設　株式会社 福岡市東区

350 スターフィールド株式会社 福岡市早良区

351 福岡興業　株式会社 福岡市早良区

352 九州ゼット　株式会社 福岡市東区

353 花山建設　株式会社 北九州市戸畑区

354 株式会社ビルディングＤｒ． 福岡市博多区

355 健康住宅　株式会社 福岡市城南区

356 フクハン　株式会社 福岡市博多区

357 株式会社　古山土木 福津市

358 株式会社　ファミリー 福岡市中央区

359 瀧口観花苑　株式会社 宗像市

360 九州日本電子工業　株式会社 久留米市

361 大管工業　株式会社 福岡市中央区

362 株式会社　タスク 鞍手郡鞍手町

363 有限会社　えびす水産 福岡市中央区

364 如水社会保険労務士事務所早田晋一 福岡市中央区

365 五幸　株式会社 北九州市門司区

366 株式会社　コンドー 福岡市中央区

367 株式会社　原組 八女市

368 株式会社新和コンサルタント 太宰府市

369 福岡市博多区

370 一般社団法人　日本姿勢改善ウォーキング協会 福岡市早良区

371 公益社団法人福岡県看護協会 福岡市東区

372 株式会社　堀内電気 福岡市博多区

373 株式会社　八光商事 北九州市八幡東区

374 有限会社　相良建設工業 福岡市博多区

375 リックス　株式会社 福岡市博多区

376 株式会社　泰平住建 北九州市小倉北区

377 株式会社　ラント 糸島市
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通番 事業所様の名称 所在地

378 （株）　西日本電機器製作所 北九州市門司区

379 三共建設　株式会社 北九州市八幡西区

380 株式会社　今村組 大牟田市

381 大野印刷　株式会社 福岡市博多区

382 有限会社　ライヴ 飯塚市

383 株式会社　あどすぺ 福岡市中央区

384 株式会社　丸欣 筑後市

385 朋友電気　株式会社 朝倉郡筑前町

386 有限会社　アイダー 糸島市

387 株式会社　五省コンサルタント 福岡市博多区

388 株式会社オ―ケイファイバ― 大川市

389 株式会社　イフ･ケア北九州 北九州市小倉南区

390 社会福祉法人　添寿会 田川郡添田町

391 有限会社　福栄開発工業 飯塚市

392 有限会社　ティ・ユー・ディ 宗像市

393 昭和市丸交通　有限会社 福岡市城南区

394 株式会社　新生堂薬局 福岡市南区

395 株式会社　ライブワークス 福岡市博多区

396 株式会社　柳川合同 柳川市

397 株式会社　三友金属 糟屋郡須恵町

398 株式会社　クライミング 糟屋郡新宮町

399 株式会社　司建装 久留米市

400 有限会社　吉原電機工業所 福岡市中央区

401 株式会社　水栄設備 糸島市

402 旭倉庫　株式会社 北九州市戸畑区

403 株式会社　シモカワ通信 飯塚市

404 熊川工業　株式会社 福岡市東区

405 筑水建設株式会社 うきは市

406 株式会社　穴井工務店 福岡市城南区

407 荒木電設　有限会社 大川市

408 株式会社　まつい　工務店 福岡市博多区

409 株式会社　山口組 八女市

410 株式会社　キャリア・リード 久留米市

411 株式会社　宮崎園芸 福岡市東区

412 株式会社　鷹取製作所 うきは市

413 糸島市商工会 糸島市

414 中央製袋株式会社 久留米市

415 三洲建設　株式会社 筑後市

416 オ―ム乳業　株式会社 大牟田市

417 株式会社　ケイティライン 八女郡広川町

418 九州ノザワ　株式会社 田川市

419 橋本　食品　株式会社 北九州市門司区
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通番 事業所様の名称 所在地

420 岩村建設株式会社 久留米市

421 北辰　建設　株式会社 福岡市博多区

422 株式会社　飯塚環境サービス 飯塚市

423 株式会社　矢部川浄水管理 筑後市

424 株式会社　栄屋 福岡市城南区

425 うきは市

426 株式会社　ニシムラ 福岡市南区

427 公益財団法人福岡県水源の森基金 福岡市中央区

428 株式会社　ビスネット 福岡市中央区

429 脇建設　株式会社 久留米市

430 株式会社　熊丸組

431 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会 糸島市

432 株式会社　旭商会 福岡市中央区

433 有限会社　松本建設 朝倉郡筑前町

434 株式会社柳川合同トランスポート 柳川市

435 九州商機　株式会社 福岡市西区

436 株式会社　西鉄グリーン土木 福岡市中央区

437 株式会社　寿由建設 福岡市東区

438 株式会社　平田組 朝倉市

439 株式会社　麻生工務店 久留米市

440 拓建工　株式会社 大牟田市

441 株式会社　あんしんサポート 福岡市城南区

442 ジェット・ラインエクスプレス　株式会社 糟屋郡久山町

443 小倉合成工業株式会社 北九州市小倉北区

444 キューヘングリーンサービス株式会社 福津市

445 株式会社　イノウエ設備 飯塚市

446 暁酵素産業　株式会社 福岡市博多区

447 有限会社　青木電気工事 福岡市南区

448 九州環境建設　株式会社 久留米市

449 半田建設株式会社 久留米市

450 公益社団法人福岡県トラック協会 福岡市博多区

451 広栄工業株式会社 北九州市小倉北区

452 株式会社　羽野組 福岡市中央区

453 公益社団法人福岡県柔道整復師会 福岡市中央区

454 塩塚建設　株式会社 京都郡苅田町

455 Ｚ―ＰＲＯＪＥＣＴ株式会社 福岡市東区

456 クワノフォ―ム印刷株式会社 宗像市

457 株式会社　中川組 筑紫野市

458 鳥越製粉　株式会社 福岡市博多区

459 小林建設　株式会社 北九州市八幡西区

460 株式会社　ディーゼロ 福岡市中央区

461 黒田建設株式会社 久留米市
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通番 事業所様の名称 所在地

462 堀川観光バス　株式会社 糟屋郡宇美町

463 株式会社サン･クラルテ製薬 福岡市中央区

464 西鉄不動産　株式会社 福岡市中央区

465 株式会社　萩原酸素商会 筑後市

466 税理士法人　ｏ―ｔａｘ 大牟田市

467 杉野産業　株式会社 みやま市

468 有限会社　田中運輸建設 宗像市

469 株式会社　ＰＬＥＡＳＴ 福岡市博多区

470 株式会社　みぞえ　住宅 飯塚市

471 株式会社　ミ．ライズ 福岡市東区

472 東電　株式会社 福岡市博多区

473 一般社団法人　福岡県医薬品登録販売者協会 福岡市博多区

474 株式会社　末永工務店 福岡市南区

475 糸島漁業協同組合 糸島市

476 有限会社　吉原電工社 糟屋郡志免町

477 株式会社　フタバ設計 福岡市博多区

478 株式会社　ナダヨシ 古賀市

479 医療法人　恵人会 糸島市

480 美輪　興業　株式会社 古賀市

481 株式会社　ベアル 北九州市八幡西区

482 久留米市

483 中村運送株式会社 大川市

484 株式会社　丸栄紙管 久留米市

485 株式会社　小柳　技建 福岡市博多区

486 有限会社　アステック福岡 久留米市

487 株式会社　一伸工業 朝倉市

488 名古屋ハイウエイ　株式会社 福岡市博多区

489 株式会社ケアセンターあしたば 福津市

490 旭工業　株式会社 田川市

491 有限会社　八木工業 福岡市早良区

492 株式会社　セリア・ロイル 朝倉市

493 ツカゼン　株式会社 福岡市中央区

494 三和陸運　株式会社 糸島市

495 ＭＨ陽　株式会社 田川郡福智町

496 株式会社トランスメディアＧＰ 福岡市中央区

497 株式会社　林衛材 福岡市東区

498 株式会社　キャム 福岡市中央区

499 株式会社　栄住産業 福岡市東区

500 八女市

501 有限会社　大雄産業 京都郡みやこ町

502 社会福祉法人　あすなろ学園 北九州市小倉南区
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