
参加企業一覧（企業Noとページ数が対応しております。）
企業NO 企業名（五十音順） 所属県 事業内容

1 アイ・エイチ・ジェイ 株式会社 福岡県 OA機器・携帯電話の販売、携帯電話ショップの運営（12店舗）等

2 株式会社アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー 福岡県 旅行業

3 アイム電機工業株式会社 福岡県 「水中ポンプ・水中モーター」等産業用水力機械の専業メーカー

4 旭化成アミダス株式会社 福岡支店 福岡県 総合人材サービス

5 アサヒサンクリーン株式会社 福岡支店 福岡県 介護事業

6 株式会社愛宕建設工業 福岡県 土木建設業

7 株式会社あつまるホールディングス 熊本県 求人メディア事業、就職支援事業、ゴルフ場・ホテル事業、アグリビジネス事業など

8 株式会社アピカル 福岡県 保育サービス業

9 株式会社アルテクス 福岡県 受託開発事業及び技術者人材サービス

10 イズミ・フード・サービス株式会社 広島県 飲食業

11 いちよし証券株式会社 東京都 証券業

12 イフジ産業株式会社 福岡県 液卵、卵加工品製造業

13 株式会社ウインズジャパン 福岡県 豚骨ラーメン店「博多一幸舎」の運営

14 株式会社ウエスコ 九州支社 福岡県 建設コンサルタント（公共インフラ整備の調査・設計）

15 株式会社エージーピー九州 福岡県 航空付帯サービス

16 ATUホールディングス株式会社 福岡県 警備業

17 ＳＥＴソフトウェア株式会社 福岡県 システム開発・サービス

18 株式会社エフ・ジェイ エンターテインメントワークス 福岡県 商業施設の運営管理、住宅展示場の運営管理、各種イベントの企画立案・実施

19 株式会社EnjoyLifeCompany 福岡県 情報通信業

20 株式会社えんホールディングス 福岡県 不動産業（エンクレストの販売・管理）

21 株式会社オーリック 福岡県 酒類販売

22 株式会社 柿原組 福岡県 建築・土木工事請負

23 ㈱カンサイ 福岡県 電設資材の総合商社

24 キーウェア九州株式会社 福岡県 コンサルから設計、開発、運用など、トータルなソリューションを提供しております。

25 キーウェアソリューションズ株式会社 東京都 官公庁、通信、金融、医療、公共交通、流通分野などにおけるシステム開発

26 九州建設株式会社 福岡県 土木・建築工事の請負業

27 九州高圧ｺﾝｸﾘｰﾄ工業株式会社 福岡県 コンクリートポール及びパイル、その他コンクリート製品の生産並びに販売

28 株式会社九州ソフタス 福岡県 情報処理サービス業

29 九州電気システム株式会社 福岡県 電気設備工事

30 キュウニチ株式会社 福岡県 熱絶縁工事業

31 株式会社キユーハウ 福岡県 住宅建材・住宅機器の販売、プレカット加工木材の販売、外壁・屋根工事の責任施工

32 旭栄産業株式会社 ⾧崎県 建設業

33 株式会社ケアリング 福岡県 介護保険法に定める介護事業全般、福祉用具販売／レンタル

34 株式会社サンケン・エンジニアリング 福岡県 建設業（舞台機構設置工事業）

35 サン情報サービス株式会社 福岡県 ソフトウェア開発、パッケージソフト販売・導入

36 株式会社三立鑑定 福岡県 損害保険に関わる損害鑑定業務、評価鑑定業務等

37 ＪＩＰテクノサイエンス株式会社 福岡県 情報サービス業

38 株式会社システムズスタッフ 福岡県 マンション管理員業務請負 機械式駐車場メンテナンス
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39 株式会社システムニシツウ 福岡県 情報通信システムおよびソフトウェアの設計・開発・販売・保守・運用

40 松影堂印刷株式会社 福岡県 印刷業:名刺・チラシ・リーフレット・パンフレット・複写伝票等、主に紙に印刷します

41 株式会社 末永工務店 福岡県 建築一式工事業

42 大興グループ（㈱ダイコーテクノ、㈱ダイテック、㈱ダイコーIWS） 広島県 技術サービス/専門コンサルタント/システム開発

43 株式会社ダイコック 福岡県 ソフトウェア開発業

44 株式会社ダイワス 福岡県 ビルメンテナンス業

45 株式会社玉屋 福岡県 遊技場の経営

46 電気興業株式会社九州支店 福岡県 建設業ならびにアンテナメーカー

47 東邦地下工機株式会社 福岡県 建設機械（ボーリングマシン・ポンプ等）製造販売・建設工事

48 トヨタ部品福岡共販株式会社 福岡県 自動車部品、用品、砿油卸売

49 株式会社トヨタレンタリース福岡 福岡県 レンタカー・カーリース事業

50 南薩食鳥株式会社 鹿児島県 食肉加工品卸売業、加工業、輸出、ハラルフードの製造販売、店舗支援

51 日建リース工業株式会社 福岡県 物品賃貸業（レンタル）

52 日伸産業株式会社 福岡県 様々な産業に必要な資機材の輸入、加工、販売、機械設備のメンテナンス迄行っています

53 ニッポンレンタカー九州株式会社 福岡県 レンタカー＆カーリース

54 日本電子工業株式会社 大阪府 入退室管理システム、防災・防犯システムの開発・設計・製造・販売・保守メンテナンス

55 HAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン 佐賀県 物流業

56 博多港運株式会社 福岡県 港湾運送事業・貨物利用運送事業・貨物自動車運送事業・倉庫業・通関業 等。

57 八光オートメーション株式会社 福岡県 電気機械器具製造業

58 株式会社BCC 福岡県 情報サービス業

59 日比谷総合設備株式会社 九州支店 福岡県 建築設備業

60 (株)ヒューマンライフ 福岡県 コールセンター事業:通信販売の電話受付業務

61 株式会社美養 福岡県 化粧品・健康食品企画製造販売、エステサロン・教室運営

62 福岡大同青果株式会社 福岡市 青果卸売業

63 株式会社 福岡ビル開発 福岡県 ビルメンテナンス業・ビル管理業

64 フジクス九州株式会社 福岡県 建物サービス業

65 株式会社ホームラン・システムズ 福岡県 給食受託、食材の一括供給、給食管理ソフト販売

66 三角商事株式会社 ルミエール 福岡県 小売業

67 株式会社 ミドリ印刷 福岡県 総合印刷、会社案内、帳票類、ビジネスフォーム印刷他、自分史等の出版事業

68 株式会社メディカルグリーン 福岡県 健康茶、健康食品の製造・販売

69 株式会社百田工務店 福岡県 総合建設業

70 株式会社モントレ福岡 福岡県 時計、貴金属販売（百貨店への卸売業）

71 ユニバース情報システム株式会社 九州支店 福岡県 ソフトウェアの開発

72 株式会社横浜アートニクス 福岡県 LSI(大規模集積回路)開発、ソフトウェア開発

73 株式会社ワークス 福岡県 超精密加工技術（研削加工、マシニング加工等）を用いた精密部品の加工業務

74 株式会社ワードシステム 福岡県 ソフトウェアの設計・開発、製造、保守（受託開発、自社パッケージ開発）


