
【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301879-1 131-0071 03-3377-1100 52,000
03-3377-1772

300677-1 160-0004 03-3357-7181 20,000
03-3357-7180

300741-1 170-0013 03-6627-9977 70,000
03-5992-3177

400049-1 733-0822 082-554-4870 50,000
082-554-4879

301220-1 020-8544 019-651-2626 35,000
019-651-2693

300787-1 102-0082 03-5275-7841 1,124,669
03-5275-7835

302275-1 965-0832 0242-26-4934 10,000
0242-27-1013

400020-1 170-0005 03-6632-1160 100,000
03-6384-7090

302031-1 251-0875 0466-80-1304 5,000
0466-80-1303

301700-1 990-0042 023-665-5364 3,000
023-665-5364

300557-1 010-8728 018-862-4930 450,000
018-862-4028

400022-1 503-2305 0584-84-4641 3,000
0584-84-4640

140-0004 03-6271-0168
03-6736-5540

400005-1 153-0043 03-6894-1350 99,000
03-6894-1343

300258-1 990-0034 023-631-6521 5,000
023-631-6520

ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ

  

福祉関連

東京都渋谷区本町一丁目４番１４号

希　望　部  門

代表取締役  森山　典明

アースサポート（株）　

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先
業者
番号

東京都新宿区四谷三丁目1番1号
代表取締役  牧野　昭雄

ｱｲｱｰﾙｴｽ 調査業務

（株）アイアールエス　 計画策定

（株）アイヴィジット　 広告・イベント

東京都豊島区東池袋四丁目５番２号 その他

  
ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ 調査業務

代表取締役  砂長　淳洋 業務代行

（株）アイグラン　
広島県広島市西区庚午中１丁目７番２４号

  
ｱｲｸﾞﾗﾝ その他

代表取締役  橋本　雅文

  
電算業務

（株）アイシーエス　
ｱｲｼｰｴｽ

岩手県盛岡市松尾町１７－８

  

代表取締役社長  法貴　敬

電算業務

（株）アイティフォー　 その他

ｱｲﾃｨﾌｫｰ

東京都千代田区一番町２１番地一番町東急ビル

  

代表取締役  佐藤　恒徳

ｱｲﾈｯﾄ その他

アイネット（株）　
福島県会津若松市天神町３０－５２
代表取締役  佐藤　守哉

  
ｱｲﾈｯﾄｻﾎﾟｰﾄ 電算業務

（株）アイネットサポート　 調査業務

東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 業務代行

代表取締役  横田　祐平

  
ｱｲﾌﾞﾚｲﾝ 調査業務

（株）アイブレイン　 計画策定

神奈川県藤沢市本藤沢五丁目９番２０～２０３号 業務代行

代表取締役  今西　陽一郎

  
ｱｶｵﾆ 広告・イベント

（株）アカオニ　 写真・映画等作成

山形県山形市七日町二丁目7番23号
代表取締役  小板橋　基希

  
ｱｷﾀｹﾝﾌﾞﾝｾｷｶｶﾞｸｾﾝﾀｰ 検査･分析業務

（株）秋田県分析化学センター　 調査業務

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番地の４２
代表取締役社長  髙橋　政之

  
ｱｸｱﾃｯｸ 建物等の清掃

（株）アクアテック　関東営業所 その他

岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１番地２ 上水道施設

代表取締役  長尾　彰
東京都品川区南品川四丁目４番１７号品川サウスタワー

所長  河瀬　直之
ｱｸﾃｨｵ 広告・イベント

アクティオ（株）　 その他

東京都目黒区東山１丁目５番４号KDX中目黒ビル６階 業務代行

代表取締役社長  淡野　文孝

  

  

ｱｻﾋ ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ﾛﾎﾞｯﾄ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 電算業務

（株）ASAHI Accounting Robot　研究所　
山形県山形市東原町二丁目１番２７号

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300399-1 990-0034 023-631-6521 8,000
023-631-6520

300470-1 458-0021 052-908-0020 10,000
052-908-0030

300895-1 960-8156 024-573-7219 2,000
024-549-5090

400072-1 216-0003 044-863-4815 10,000
044-855-8914

400045-1 152-0001 03-5768-8251 1,000
03-5768-8261

400030-1 222-0011 045-433-1945 205,000
045-433-1404

300321-1 143-0023 03-3773-2021 410,050
03-3773-7912

300517-1 811-3408 0940-51-3079 100
0940-51-3079

301937-1 131-0045 03-6831-7200 1,000,000
03-5610-1190

541-0044 06-6204-8883
06-6204-8885

300908-1 300-2307 0297-20-7573 40,000
0297-20-7574

300703-1 162-0821 03-4218-3510 100,000
03-4218-3511

300627-1 514-0004 059-221-5311 90,000
059-221-5312

302135-1 102-0071 03-5205-6500 22,991,398
03-5205-6411

300939-1 020-0021 019-622-7700 60,000
019-622-7715

  

（株）インタラック北日本　 業務代行

岩手県盛岡市中央通一丁目１１番１７号
代表取締役  佐藤　安則

  
ｲﾝﾀﾗｯｸｷﾀﾆﾎﾝ その他

（株）インターネットイニシアティブ　 その他

東京都千代田区富士見二丁目１０番２号
代表取締役社長  勝　栄二郎

  
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 電算業務

（株）医用工学研究所　
三重県津市栄町三丁目１４１番地１モアビル６階
代表取締役  北岡　義国

  
ｲﾖｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 電算業務

（株）EP綜合　
東京都新宿区津久戸町１番８号
代表取締役  山本　賢一

  
ｲｰﾋﾟｰｿｳｺﾞｳ 検査･分析業務

（株）アンフィニ　
茨城県つくばみらい市板橋1812番地16
代表取締役  片山　章彦

大阪府大阪市中央区伏見町４－１－１明治安田生命大阪御堂筋ビル５階

西日本事業部長  益田　文隆
ｱﾝﾌｨﾆ その他

アルファテック・ソリューションズ（株）　 
東京都墨田区押上１－１－２東京スカイツリーイーストタワー

代表取締役社長  伊能　秀樹

  
ｱﾙﾌｧﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 電算業務

合同会社アルタイル　
福岡県宗像市樟陽台二丁目１４番地６
代表社員  加藤　治

  
ｱﾙﾀｲﾙ 写真・映画等作成

ALSOKあんしんケアサポート（株）　
東京都大田区山王一丁目３番５号
代表取締役  尻無濱　秀治

  
ｱﾙｿｯｸｱﾝｼﾝｹｱｻﾎﾟｰﾄ 福祉関連

アマノマネジメントサービス（株）　 施設等の保守管理

神奈川県横浜市港北区菊名７－３－２２アマノ第二ギャラクシービル

代表取締役  前川　龍男

  
ｱﾏﾉﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 建物等の清掃

ANEOS（株）　
東京都目黒区中央町一丁目５番１２号
代表取締役  野澤　裕

  
ｱﾈｵｽ 施設等の保守管理

アズレックス（株）　
神奈川県川崎市宮前区有馬１－９－１－４０２
代表取締役  栄川　英一

  
ｱｽﾞﾚｯｸｽ 電算業務

東化研（株）　 その他

福島県福島市田沢字桜台２３番地の２
代表取締役  渡邉　昌彦

印刷

  
ｱｽﾞﾏｶｹﾝ 建物等の清掃

アシスト（株）　 調査業務

愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 その他

代表取締役  西村　竹松 計画策定

  
ｱｼｽﾄ 電算業務

（税）あさひ会計　 計画策定

山形県山形市東原町二丁目１番２７号
代表社員  田牧　大祐

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

ｱｻﾋｶｲｹｲ 電算業務

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

400056-1 160-0022 03-5269-6361 50,000
03-5269-6362

301270-1 541-0041 06-6484-7321 22,000
06-6484-7657

060-0042 011-233-5662
011-233-5663

301180-1 454-0825 052-352-1795 80,000
052-351-1326

301347-1 163-0646 03-3349-8206 10,000
03-3349-8207

163-0646 03-5909-8361
03-3349-3590

300784-1 106-0032 03-5549-2135 9,800
03-5549-2335

302328-1 366-0010 048-587-2681 10,000
048-587-4837

301811-1 163-0409 03-6279-0939 11,027,473
03-6279-0978

163-0409 03-6279-0939
03-6279-0978

301182-1 532-0004 06-6350-7236 10,000
06-6350-7861

301843-1 554-0012 06-4804-5503 200,000
06-4804-5532

140-0013 03-6404-0190
03-6404-0192

301550-1 300-2656 029-839-9050 10,000
029-839-9051

300065-1 160-6125 050-1741-3216 2,846,000
03-6366-2009

300307-1 160-0022 03-6892-3050 1,201,786
03-6892-3913

300406-1 136-8627 03-5534-2222 8,668,680

136-8627 03-5534-2625
03-5534-2559

301890-1 105-0001 03-5776-4100 100,000

164-0011 03-6275-6930

代表取締役社長  酒井　紀雄 計画策定

東京都中野区中央3丁目24番9号 業務代行

取締役ソリューション営業部長  井上　登晃

ｴﾇﾃｨﾃｨﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ 電算業務

NTTタウンページ（株）　ソリューション営業部 調査業務

東京都港区虎ノ門3丁目8番8号 広告・イベント

代表取締役　執行役員社長  杉山　清
東京都江東区新木場一丁目１８番７号
営業統括本部長  神田　健治郎

ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ 電算業務

ＮＥＣソリューションイノベータ（株）　営業統括本部
東京都江東区新木場一丁目１８番７号

代表取締役  阿多　親市

  

ｴｽﾋﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 電算業務

ＳＢテクノロジー（株）　 調査業務

東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号

代表取締役  鎌田　正彦

  

ｴｽﾋﾞｰｴｽﾛｼﾞｺﾑ 業務代行

ＳＢＳロジコム（株）　
東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

代表取締役  秋田　茂

  

ｴｽｶﾑ 電算業務

（株）エスカム　
茨城県つくば市真瀬１５１２番地２５

代表取締役  下田　栖嗣
東京都品川区南大井六丁目２６番３号
支店長  新保　和彦

ｴｽｴﾇｶﾝｷｮｳﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ごみ・し尿処理施設

エスエヌ環境テクノロジー（株）　東京支店
大阪府大阪市此花区西九条五丁目３番２８号

代表取締役社長  宮崎　勝

  

ｴｽｴｽｻﾎﾟｰﾄ 電算業務

（株）エスエスサポート　
大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目７番３８号

代表取締役  東　俊一
東京都新宿区西新宿２－１－１
専務取締役  松本　誠

ｴｽｱｰﾙｴﾙ 検査･分析業務

（株）エスアールエル　 
東京都新宿区西新宿２－１－１

代表取締役  青木　伸正

  

ｴｺｻｰﾋﾞｽ ごみ・し尿処理施設

エコサービス（株）　
埼玉県深谷市高島５６８番地１

代表取締役  豊川　隆典

  

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 広告・イベント

エクスプローラーズ・ジャパン（株）　 写真・映画等作成

東京都港区六本木2丁目2番2号イトーピア六本木801

代表取締役  古後　昌彦 業務代行

東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル46階
統括本部長  平井　真次

ｴｲｼﾞｪｯｸ 電算業務

（株）エイジェック　行政総合事業所 調査業務

東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号新宿センタービル４６階 その他

代表取締役  内田　裕郎

  

ｳﾁﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 施設等の保守管理

内田工業（株）　
愛知県名古屋市中川区好本町三丁目６７番地

代表取締役  田中　学
北海道札幌市中央区大通西9丁目3番33号キタコーセンタービルディング8階

支店長  畑澤　大輔

ウェルクル 電算業務

（株）ウェルクル　札幌支店 その他

大阪府大阪市中央区北浜3丁目1番6号サン北浜ビル4階 計画策定

代表取締役  須田　純一

  

ｳｨﾙｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 電算業務

（株）ウィルエージェンシー　 業務代行

東京都新宿区新宿４－３－１７FORECAST新宿SOUTH７階

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

400013-1 102-0093 03-3221-7011 450,000
03-3221-7022

301391-1 108-0023 03-5442-7661 30,000
03-5442-7662

300966-1 108-0075 03-5781-7808 548,437
03-5781-7809

400111-1 880-0032 0985-25-8228 100,000
0985-29-0792

300578-1 163-1435 03-5333-6789 5,141,951
03-5333-6791

301176-1 101-0047 03-5577-0601 3,000,000
03-5577-0651

400032-1 812-0011 092-483-8777 50,000
092-483-8770

300277-1 151-0053 03-3320-4880 10,000
03-3320-5975

400006-1 160-0022 03-5368-3187 50,000
03-5368-3188

300168-1 105-0004 03-3593-4111 0
03-3593-4112

300728-1 369-1223 048-582-0871 300,000
048-582-0936

300857-1 162-0844 03-3267-6051 50,000
03-3267-8199

300520-1 369-0112 048-549-0822 10,000
048-548-9400

020-0021 019-622-1698
019-629-1166

300224-1 214-0013 044-934-0020 150,000
044-931-5812

  

（株）加速器分析研究所　 その他

神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９－１
代表取締役  松井　隆幸

岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号
所長  萱場　勝竹

ｶｿｸｷﾌﾞﾝｾｷｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 検査･分析業務

（株）会議録センター　盛岡営業所 広告・イベント

埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号 その他

代表取締役  加藤　剛也 印刷

  
ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 電算業務

（株）会議録研究所　 業務代行

東京都新宿区市谷八幡町１６番 印刷

代表取締役  妹尾　潤

  
ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ 電算業務

オリックス資源循環（株）　
埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山３１３
代表取締役  花井　薫一

  
ｵﾘｯｸｽｼｹﾞﾝｼﾞｭﾝｶﾝ 廃棄物関連

落合公認会計士事務所　
東京都港区新橋２－１５－１７タマキビル８階
代表  落合　幸隆

  
ｵﾁｱｲｺｳﾆﾝｶｲｹｲｼｼﾞﾑｼｮ その他

（株）オープンループパートナーズ　 その他

東京都新宿区新宿４丁目３番１７号FORECAST新宿SOUTH７階 業務代行

代表取締役  駒井　滋

  
ｵｰﾌﾟﾝﾙｰﾌﾟﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 電算業務

（株）オークス　 業務代行

東京都渋谷区代々木二丁目４番９号
代表取締役  神﨑　厚葉

  
ｵｰｸｽ 電算業務

（株）大賀薬局　
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目９番１号大賀博多駅前ビル３階

代表取締役  大賀　崇浩

  
ｵｵｶﾞﾔｯｷｮｸ その他

（株）ＬＳＩメディエンス　
東京都千代田区内神田一丁目１３番４号
代表取締役  渡部　晴夫

  
ｴﾙｴｽｱｲﾒﾃﾞｨｴﾝｽ 検査･分析業務

（株）エムティーアイ　
東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号
代表取締役  前多　俊宏

  
ｴﾑﾃｨｰｱｲ 電算業務

（株）ＭＪＣ　
宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１
代表取締役  川﨑 友裕

  
ｴﾑｼﾞｪｲｼｰ 電算業務

エム・シー・ヘルスケア（株）　 その他

東京都港区港南２丁目１６番１号品川イーストワンタワー１２階

代表取締役  三池　正泰

  
ｴﾑｼｰﾍﾙｽｹｱ 施設等の保守管理

（株）エフエスユニマネジメント　
東京都港区芝浦3丁目4番1号
代表取締役  菊地　秀二

  
ｴﾌｴｽﾕﾆﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ その他

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所　 調査業務

東京都千代田区平河町二丁目７番９号 広告・イベント

代表取締役社長  柳　圭一郎 計画策定

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｹｲｴｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 電算業務

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

302114-1 193-0832 042-673-0500 858,442
042-667-6789

960-8032 024-572-5488
024-572-5489

301908-1 998-0112 0234-92-3111 24,000
0234-92-3115

301683-1 661-8567 06-6470-6300 100,000
06-4960-4560

104-8307 03-5205-1990
03-5205-1994

300438-1 308-0846 0296-28-7737 9,000
0299-56-6966

300657-1 755-0192 0836-51-6191 10,000
0836-54-0001

103-0024 03-6264-8781
03-6264-8782

300145-1 010-0013 018-834-1811 10,000
018-834-1815

300126-1 103-0013 03-6371-4591 120,000
03-6371-1970

400046-1 060-0005 011-251-3373 256,240
011-251-5114

302150-1 141-0031 03-6420-3390 10,500
03-6420-3394

300184-1 160-0011 03-3353-1120 20,000
03-3353-1130

400086-1 020-0013 019-623-1205 3,500
019-653-5301

301971-1 101-8621 03-5295-7798 7,960,486
03-5295-7874

300177-1 663-8545 0798-66-1010 11,899,867
0798-66-3432代表取締役  布原　達也

  

ｷｮｸﾄｳｶｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ ごみ・し尿処理施設

極東開発工業（株）　
兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番４５号

代表取締役  上田　卓味

  

ｷｮｳﾘﾂﾒﾝﾃﾅﾝｽ その他

（株）共立メンテナンス　 車両

東京都千代田区外神田２－１８－８ 業務代行

代表取締役社長  餘目　義信

  

ｷｮｳﾘﾂｲｶｷｶｲ 施設等の保守管理

共立医科器械（株）　
岩手県盛岡市愛宕町１５番９号

代表取締役  塚本　吉郎

  

ｷｮｳﾄﾞｳｶﾝｻﾞｲ その他

（株）協働管財　
東京都新宿区若葉一丁目１０番１１号

代表取締役  福吉　潤

  

ｷｬﾝｻｰｽｷｬﾝ その他

（株）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号五反田ＰＬＡＣＥ2階

業務代行

代表取締役  佐藤　良雄 広告・イベント

その他

  福祉関連

ｷｬﾘｱﾊﾞﾝｸ 電算業務

キャリアバンク（株）　 警備

北海道札幌市中央区北５条西５丁目７番地 調査業務

代表取締役  田仲　純

  

ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧｲﾅﾝｽ 施設等の保守管理

キヤノンメディカルファイナンス（株）　
東京都中央区日本橋人形町２丁目１４番１０号

代表取締役  江畑　佳明

  

ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ 電算業務

北日本コンピューターサービス（株）　
秋田県秋田市南通築地１５番３２号

代表取締役  白井　義美
東京都中央区日本橋小舟町９番３号日本橋相互ビル５０５号室

取締役兼東京営業所長  濱野　尚子

ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 電算業務

（株）ぎじろくセンター　東京営業所 業務代行

山口県宇部市大字西岐波１５４０－１２

代表取締役  宮田　和男

  

カントウブンカザイシンコウカイ 調査業務

関東文化財振興会（株）　
茨城県筑西市布川1012番地

代表取締役社長  川久保　知一
東京都中央区京橋二丁目１番３号
東京支店長  榊原　浩二

ｶﾝｿｳｹﾝ 電算業務

（株）管総研　東京支店
兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号

代表取締役社長  青山　武 上水道施設

下水道施設

  

ｶﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ 建物等の清掃

環清工業（株）　 検査･分析業務

山形県酒田市浜中字八間山１３５－１ 廃棄物関連

代表取締役社長  水落　憲吾
福島県福島市陣場町8-24サニーコート福島404号
所長  木下　慎

ｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 検査･分析業務

（株）環境管理センター　福島事業所 調査業務

東京都八王子市散田町３－７－２３ 計画策定

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

302086-1 140-0002 03-5781-9833 50,000
03-5781-3458

400091-1 151-0051 03-3405-7007 400,000
03-6369-3823

300240-1 542-0081 06-6484-5571 10,000
06-6484-5573

114-0012 03-6807-7710
03-6807-7720

302304-1 163-1477 03-3379-1215 2,143,036
03-3370-9277

400018-1 163-1477 03-3379-1246 90,000
03-5350-7728

301224-1 370-0351 0276-55-0500 20,000
0276-55-0501

300739-1 208-0023 042-560-2042 10,000
042-560-2273

300182-1 166-0003 03-6911-3777 10,000
03-6911-3779

300093-1 162-0825 03-5225-7701 10,000
03-5225-7731

300324-1 333-0811 048-297-5751 10,000
048-297-5665

300699-1 154-8530 03-5481-3000 35,000
03-5481-3030

302076-1 183-8530 042-362-5111 50,000
042-402-0123

300564-1 100-7015 03-6250-2111 37,519,343
03-3218-1374

100-7015 070-7415-9966
03-3218-1374

300767-1 690-0046 0852-32-3636 100,000
0852-32-3620

  

小松電気産業（株）　
島根県松江市乃木福富町７３５－１８８
代表取締役  小松　昭夫

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 計画策定

部長  別府　幹雄 業務代行

ｺﾏﾂﾃﾞﾝｷｻﾝｷﾞｮｳ その他

コニカミノルタ（株）　デジタルワークプレイス事業本部自治体ＤＸ推進部 検査･分析業務

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 調査業務

代表執行役社長兼CEO  山名　昌衛 写真・映画等作成

  
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 電算業務

（株）五藤光学研究所　 その他

東京都府中市矢崎町４丁目１６番地
取締役社長  五藤　信隆

  
ｺﾞﾄｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 写真・映画等作成

国土情報開発（株）　
東京都世田谷区池尻二丁目７番３号
代表取締役社長  羽田　寛

  
ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 電算業務

公共地研（株）　 調査業務

埼玉県川口市戸塚３－２５－２７ その他

代表取締役  鈴木　孝雄

  
ｺｳｷｮｳﾁｹﾝ 電算業務

（一財）建築行政情報センター　
東京都新宿区神楽坂一丁目１５番地
理事長  後藤　隆之

  
ｹﾝﾁｸｷﾞｮｳｾｲｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 電算業務

（株）元創　 業務代行

東京都杉並区高円寺南三丁目２４番３１号
代表取締役  石住　秀樹

  
ｹﾞﾝｿｳ その他

ＫＳＳ（株）　
東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号
代表取締役  深澤　重幸

  
ｹｲｴｽｴｽ 施設等の保守管理

群桐エコロ（株）　
群馬県太田市新田大町600番26
代表取締役  山口　博

  
ｸﾞﾝﾄｳｴｺﾛ 廃棄物関連

（株）グリーンヘルスケアサービス　
東京都新宿区西新宿３－２０－２
代表取締役  黒川　知輝

  
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 業務代行

（株）グリーンハウス　
東京都新宿区西新宿３－２０－２東京オペラシティタワー１７階

代表取締役  善田　高志

東京都北区田端新町三丁目１４番４号NOZAKIビル２０１

所長  中井　裕典
ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ 業務代行

（株）グリーンエコ　東京事務所 調査業務

大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野BRビル 計画策定

代表取締役  岡村　雅明

  
ｸﾞﾘｰﾝｴｺ 電算業務

（株）グラファー　 業務代行

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目５番８号
代表取締役  石井　大地

  
ｸﾞﾗﾌｧｰ 電算業務

極東サービスエンジニアリング（株）　
東京都品川区東品川三丁目１５－１０
代表取締役  山根　哲

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

ｷｮｸﾄｳｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ごみ・し尿処理施設

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300780-1 543-0001 06-6766-3363 750,000
06-6766-3349

300658-1 105-0011 03-5777-5206 10,000
03-5777-5207

301790-1 530-0035 06-6881-3000 9,000
06-6881-3001

302310-1 242-0007 046-211-2126 80,000
046-276-8195

300755-1 551-0023 06-6555-7052 35,000
06-6555-7080

300984-1 173-0026 03-5986-5055 30,000
03-5986-5056

301755-1 940-0067 0258-39-0311 100,000
0258-39-0332

301889-1 530-0033 06-6356-0374 40,000
06-6356-0427

116-0014　 03-5604-5969
03-5604-5747

300689-1 418-0044 0544-58-0606 3,000
0544-58-0606

301665-1 024-0013 0197-68-3860 10,000
0197-68-3865

300779-1 441-3121 0532-21-2573 10,000
0532-21-2617

300654-1 150-0001 03-5766-3555 10,150
03-6433-5390

301807-1 163-1477 03-6276-3875 90,000
03-3370-9277

301512-1 436-0038 0537-24-5531 30,000
0537-24-5518

  

静岡県掛川市領家１４５０番地
代表取締役  土井　悟

  
ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｱｸｱｻｰﾋﾞｽｷｷ 上水道施設

ＪＦＥアクアサービス機器（株）　

東京都新宿区西新宿３－２０－２東京オペラシティタワー19階

代表取締役  善田　高志

  
ｼﾞｰｴｽｴﾌ 業務代行

（株）ジーエスエフ　

東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号第9SYビル4階 その他

代表取締役  伊東　正示 計画策定

  
ｼｱﾀｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 調査業務

（株）シアターワークショップ　 広告・イベント

愛知県豊橋市西山町字西山３２８番地
代表取締役  井上　智秋

  
ｻﾝﾎﾟｳ その他

（株）三豊　 業務代行

岩手県北上市藤沢７地割１９５番地１
取締役  菊池　栄宏

  
ｻﾝﾌﾞﾘｯﾁﾄｳﾎｸ 施設等の保守管理

（有）サンブリッチ東北　

静岡県富士宮市大中里１２７４番地６
取締役  佐野　宏二

専務取締役東京支店長  忠岡　功祐
ｻﾝﾃｯｸ その他

（有）サンテック　

大阪府大阪市北区池田町１番43号三精ビル
代表取締役  畑中　祐介
東京都荒川区東日暮里2丁目3番11号

  
ｻﾝｾｲｺｳｼﾞｻｰﾋﾞｽ 施設等の保守管理

三精工事サービス（株）　東京支店

新潟県長岡市関東町５番地５
代表取締役  岩崎　清隆

  業務代行

ｻﾝｼｽﾃﾑ 電算業務

（株）サン・システム　 その他

東京都板橋区中丸町５１番１０号ＢＲＯＯＫＳ中丸７階 警備

代表取締役  大屋　貴幸 検査･分析業務

緑地等の保守管理

  
ｻﾝｺｳｺﾐｭﾆﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 建物等の清掃

（株）三幸コミュニティマネジメント　 施設等の保守管理

大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号
代表取締役  山梶　章

  
ｻﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ 施設等の保守管理

三晃工業（株）　

神奈川県大和市中央林間七丁目１０番１号
代表取締役  髙橋　裕樹

  
ｻﾝｷｶｺｳｹﾝｾﾂ ごみ・し尿処理施設

三機化工建設（株）　

大阪府大阪市北区同心1-10-12
代表取締役  中道 高司

  
ｻﾝｷ その他

㈱三輝　 計画策定

東京都港区芝公園三丁目１番１３号アーバン芝公園２階

代表取締役  楠見　忠司

  
ｻﾗｲ 広告・イベント

（株）さらい　 写真・映画等作成

大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 業務代行

代表取締役社長  村田　吉優 印刷

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ｻｲﾈｯｸｽ 電算業務

（株）サイネックス　 広告・イベント

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300925-1 100-8341 03-3216-3962 65,700,000
03-3216-3133

100-8341 03-3216-3962
03-3216-3133

301177-1 144-0051 03-5710-0200 30,000
03-5710-0211

300269-1 812-0044 092-651-5511 40,000
092-651-5513

104-0032 03-5542-5005
03-5542-5006

302106-1 182-0021 03-6731-9111 100,000
03-6731-9119

300361-1 810-0022 092-716-1401 10,000
092-716-1467

301930-1 105-0023 03-6779-8160 99,000
03-6683-7855

300866-1 581-8585 06-6796-1542 1,638,849
06-6796-1540

105-0023 03-5446-8352
03-5446-8354

300490-1 101-0064 03-3291-9841 30,000
03-3291-9847

300700-1 220-0012 045-227-1253 90,000
045-227-1248

301624-1 329-1311 028-682-0006 42,000
028-682-4257

301344-1 996-0041 0233-22-3017 10,000
0233-22-3018

302035-1 519-1119 0595-83-5900 25,000
0595-83-5901

300343-1 612-8371 075-601-3103 11,000
075-622-3103

400047-1 101-0022 03-5209-7441 300,000
03-5209-7254代表取締役  阪本 耕治 業務代行

  

ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 電算業務

（株）スタッフサービス　 調査業務

東京都千代田区神田練堀町８５番地JEBL秋葉原スクエア 広告・イベント

代表取締役  井上　喜代志 計画策定

  

ｽﾀｼﾞｵｻﾝｼﾞｭｳｻﾝ 調査業務

（株）スタジオ三十三　 広告・イベント

京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 その他

代表取締役  星合　恒伸

  

ｽﾀｰ 施設等の保守管理

（株）スター　
三重県亀山市関ヶ丘521-117

代表取締役  小玉　利昭

  

ｼﾝｼﾞｮｳｲｽｽﾞｻｰﾋﾞｽｺｳｼﾞｮｳ 車両

（株）新庄いすゞサービス工場　
山形県新庄市大字鳥越字栗田６０２番地

代表取締役  土谷　尋人

  

ｼﾞｮｲﾄｰｸ 業務代行

（株）ジョイトーク　
栃木県さくら市氏家２３７１番地１２

代表取締役  永尾　卓二

  

ｼﾞｭｳｶﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 下水道施設

重環オペレーション（株）　 ごみ・し尿処理施設

神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番2号

代表取締役  髙本　哲史

  

ｼｬｶｲﾎｹﾝｼｭｯﾊﾟﾝｼｬ 広告・イベント

（株）社会保険出版社　 印刷

東京都千代田区神田猿楽町１丁目５番１８号

代表取締役  中山　藤一
東京都港区芝浦一丁目２番３号
取締役  美甘　將雄

ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 電算業務

シャープマーケティングジャパン（株）　ビジネスソリューション担当 施設等の保守管理

大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号

代表取締役  三嶽　秋久

  

ｼﾐｯｸﾍﾙｽｹｱｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ その他

シミックヘルスケア・インスティテュート（株）　
東京都港区芝浦１－１－１浜松町ビルディング

代表取締役  時津　孝康

  

ｼﾞﾁﾀｲｱﾄﾞ 電算業務

（株）ジチタイアド　 広告・イベント

福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号ＭＧ薬院ビル 印刷

代表取締役  山田　智治

  

ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ 警備

シダックス大新東ヒューマンサービス（株）　 その他

東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 業務代行

代表取締役  竹原　潤
東京都中央区八丁堀２丁目２６番９号
所長  山本　速生

ｼｽﾃﾑｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｼｮ その他

（株）システム環境研究所　東京事務所 計画策定

福岡県福岡市博多区千代４丁目３０番２号

代表取締役社長  雑賀　正嗣

  

ｼﾞｵｻｰﾁ 調査業務

ジオ・サーチ（株）　
東京都大田区西蒲田七丁目３７番１０号

取締役社長  桑田　始
東京都千代田区丸の内三丁目４番１号新国際ビル
専務取締役  依田　茂

ｼﾞｪｯｸ その他

（株）ＪＥＣＣ　　
東京都千代田区丸の内三丁目４番１号新国際ビル

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300040-1 426-0041 054-634-1000 50,000
054-634-1010

960-8161 024-573-1921
024-573-1922

300296-1 038-0046 017-763-1680 98,000
017-763-1685

300332-1 461-0005 052-979-1600 30,000
052-979-1601

300871-1 108-0014 03-3457-3300 30,000
03-3457-3311

992-0351 0238-27-0655
0238-27-0657

301181-1 532-0004 06-6350-7222 847,400
06-6350-7227

302046-1 105-7529 03-6889-2699 204,309,316
03-4288-2613

300282-1 192-0051 042-628-1100 60,000
042-622-1884

301847-1 107-8560 03-3404-2251 480,000
03-3404-2269

300289-1 552-0007 06-6574-0822 12,000
06-6574-0820

301800-1 849-0921 0952-30-5792 40,000
0952-30-6695

300605-1 105-0001 03-6450-1011 10,000
03-6659-5678

300651-1 973-8402 0246-22-2222 12,000
0246-25-0518

301980-1 174-0061 03-3966-9491 16,000
03-3966-9524

300163-1 301-0002 0297-66-7111 10,000
0297-66-7118

緑地等の保守管理

  業務代行

タカラビルメン（株）　 施設等の保守管理

茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 警備

代表取締役  中込　太郎 その他

  
ﾀｶﾗﾋﾞﾙﾒﾝ 建物等の清掃

（株）高橋製作所　
東京都板橋区大原町41番7号
代表取締役  高橋 良之

  
タカハシセイサクショ 施設等の保守管理

（株）髙橋製作所　
福島県いわき市内郷御厩町川向４７番地の１
代表取締役  高橋　敬

  
ﾀｶﾊｼｾｲｻｸｼｮ ごみ・し尿処理施設

高千穂商事（株）　
東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５
代表取締役  牧野　正明

  
ﾀｶﾁﾎｼｮｳｼﾞ 印刷

大和産業（株）　
佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目５番１９号
代表取締役  岩瀬　豊美

  
ﾀﾞｲﾜｻﾝｷﾞｮｳ 広告・イベント

太陽アーモ（株）　
大阪府大阪市港区弁天２丁目１番８号
代表取締役社長  江口　正司

  
ﾀｲﾖｳｱｰﾓ 業務代行

第一法規（株）　 その他

東京都港区南青山二丁目１１番１７号 印刷

代表取締役社長  田中　英弥

  
ﾀﾞｲｲﾁﾎｳｷ 電算業務

第一合成（株）　
東京都八王子市元本郷町１丁目２５番５号
代表取締役  河野　良子

  
ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｾｲ その他

ソフトバンク（株）　 施設等の保守管理

東京都港区海岸一丁目７番１号 広告・イベント

代表取締役  今井　康之 その他

  
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 電算業務

（株）ソフトウェア・サービス　
大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目６番１号
代表取締役  宮崎　勝

山形県東置賜郡高畠町大字高畠791大町ハイツ1号棟
東北支店長  岡　昭二

ｿﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 電算業務

ソシオフードサービス（株）　東北支店 業務代行

東京都港区芝四丁目13-3PMO田町東10F
代表取締役  大隈　太嘉志

  
ｿｼｵﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ その他

（株）宣通　
愛知県名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号
代表取締役  津田　郁夫

  
ｾﾝﾂｳ 広告・イベント

（株）青南RER　 下水道施設

青森県青森市大字戸門字山部２８番地８ ごみ・し尿処理施設

代表取締役  安東　国善

福島県福島市郷野目字宝来町１７番地３A１０１
支店長  野田　剛生

ｾｲﾅﾝｱｰﾙｲｰｱｰﾙ 廃棄物関連

（株）静環検査センター　福島支店 調査業務

静岡県藤枝市高柳２３１０番地 計画策定

代表取締役  徳田　茂

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ｾｲｶﾝｹﾝｻｾﾝﾀｰ 検査･分析業務
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301232-1 113-0033 03-3815-9711 50,000
03-3813-5809

300156-1 108-0023 03-5439-4171 248,400
03-5439-5514

301932-1 230-0051 045-342-7301 20,000
045-342-7311

300662-1 132-0023 03-3652-4060 10,000
03-3652-4061

300613-1 132-0023 03-3652-4000 20,000
03-3652-4065

300194-1 108-8220 03-6455-8151 4,026,750
03-6455-8226

301970-1 381-0025 026-259-0039 20,000
026-259-0134

301507-1 369-1901 0494-54-3031 10,000
0494-54-3033

300539-1 990-2473 023-646-1313 10,000
023-646-1314

302321-1 733-0013 082-295-2222 47,000
082-292-1129

960-0241 024-555-6570
024-555-6571

301626-1 500-8137 058-240-4005 404,300
058-247-5816

400034-1 171-0022 03-3982-8482 3,000
03-3988-8062

179-0084 03-5399-9251
03-5399-9330

302078-1 320-8644 028-648-2111 5,700,000
028-647-1215

300443-1 176-0004 03-5995-7557 344,457

171-0033 03-5985-6116
03-5985-6106代表取締役社長  柴﨑　浩

東京都練馬区小竹町一丁目１６番１号
代表取締役社長  柴﨑　浩
東京都豊島区高田二丁目１７番２２号目白中野ビル５階

  
ﾃﾞｨｰﾌﾞｲｴｯｸｽ 施設等の保守管理

ディーブイエックス（株）　　 その他

栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地
代表取締役社長  飯塚　真規

代表社員  細田　幸夫
ﾃｨｰｹーｼー 電算業務

（株）ＴＫＣ　

東京都豊島区南池袋２－１７－１１
代表社員  後藤　次仁
東京都練馬区氷川台４－４７－１８

  
ﾃｨｰｴﾑｴｽ その他

税理士法人TMS　練馬事務所

岐阜県岐阜市東興町２７
代表取締役  中島 永次

所長  鈴木　信久
ﾁｭｳｺｳ 広告・イベント

（株）中広　 写真・映画等作成

広島県広島市西区横川新町９番１２号 調査業務

代表取締役  福馬　聡之 計画策定

福島県福島市笹谷字稲場２８－５Ｋ・Ｔエミネンスヒルズ１Ｆ

  下水道施設

ﾁｭｳｶﾞｲﾃｸﾉｽ 電算業務

中外テクノス（株）　東北営業所 検査･分析業務

山形県山形市松栄二丁目４番５１号 検査･分析業務

代表取締役  酒井　和彦 廃棄物関連

上水道施設

  
ﾁｭｳｵｳﾄｸｼｭｺｳｷﾞｮｳ 建物等の清掃

（株）中央特殊興業　 施設等の保守管理

埼玉県秩父市大滝４５５９番地
代表取締役  内藤　悦弘

  
ﾁﾁﾌﾞｹﾞﾝﾘｭｳｽｲ その他

（株）秩父源流水　

長野県長野市大字北長池字上河原１９２４番地２ 上水道施設

代表取締役  山口　泰英

  
ﾁｲｷｹｲｶｸｾﾝﾀｰ 調査業務

（株）地域計画センター　 その他

東京都港区港南一丁目２番７０号 写真・映画等作成

代表取締役  高橋　貴志 計画策定

  
ﾀﾝｾｲｼｬ 調査業務

（株）丹青社　 広告・イベント

東京都江戸川区西一之江４丁目９番地２８号
代表取締役  田村　良久

  
ﾀﾑﾗ その他

（株）タムラ　

東京都江戸川区西一之江四丁目９番９号
代表取締役  川野　文夫

  
ﾀﾑｺ その他

（株）タムコ　

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１丁目２１番３号
代表取締役  勝又　繁

  
ﾀｯｸﾎﾟｰﾄ 電算業務

（株）タック・ポート　

東京都港区芝浦三丁目９番１号
代表取締役  辻　一徳

  
ﾀｸﾏﾃｸﾉｽ ごみ・し尿処理施設

（株）タクマテクノス　

東京都文京区本郷四丁目１１番５号
代表取締役  斜森　太郎

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾀｸﾊｲ 業務代行

（株）宅配　

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301314-1 110-0005 03-3839-1100 250,000
03-3839-1101

301178-1 733-0834 082-279-5550 456,600
082-501-2276

03-3868-2385

300214-1 106-0032 03-5414-5674 10,000
03-5414-5675

301574-1 101-0065 03-5244-5311 196,000
03-5244-5661

300965-1 990-0868 023-643-3226 10,000
023-645-6733

300383-1 380-0904 026-224-6666 1,395,482
026-219-2623

301346-1 501-6196 058-279-3456 2,469,146
058-279-5848

501-6196 058-279-3482
058-279-2443

302300-1 158-8501 03-5717-1076 1,685,000
03-5717-1084

301179-1 103-0027 03-5825-4028 3,000
03-5825-4037

300374-1 171-0022 03-5960-1772 10,000
03-5960-1775

530-0054 06-6755-4013
06-6755-4015

302134-1 113-0021 03-5977-0300 30,000
03-5977-0311

300655-1 380-8688 026-224-5441 90,000
026-224-5449

300271-1 332-0035 048-256-6667 24,000
048-256-6668

300994-1 990-2482 023-645-8399 71,000
023-645-8395代表取締役社長  高本　天萬

  

ﾄｳﾎｸｸﾘｰﾝｶｲﾊﾂ 廃棄物関連

東北クリーン開発（株）　
山形県山形市久保田二丁目１番４７号

代表取締役  朝重　嘉朗

  

ﾄｳﾄﾌﾞﾝｶｻﾞｲﾎｿﾞﾝｹﾝｷｭｳｼﾞｮ その他

（株）東都文化財保存研究所　
埼玉県川口市西青木３丁目３番３２号

代表取締役  星沢　卓也 印刷

  

ﾄｳｷｮｳﾎｳﾚｲｼｭｯﾊﾟﾝ 電算業務

東京法令出版（株）　 その他

長野県長野市南千歳町１００５番地 計画策定

代表取締役  菅　国典 業務代行

印刷

  

ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ 電算業務

（株）東京法規出版　 広告・イベント

東京都文京区本駒込２丁目２９番２２号 福祉関連

代表取締役  吉田　隆
大阪府大阪市北区南森町２－２－９南森町八千代ビル７Ｆ－Ａ

支店長  吉條　一

ﾄｳｷｮｳﾊﾝﾔｸ 電算業務

東京反訳（株）　大阪支店 業務代行

東京都豊島区南池袋３－１３－１５東伸ビル４Ｆ

代表取締役  米田　英輝

  

ﾄｳｷｮｳｲﾝﾀｰﾌﾟﾚｲ 電算業務

東京インタープレイ（株）　
東京都中央区日本橋二丁目１０番８号

代表取締役  雜賀 克英 検査･分析業務

緑地等の保守管理

  業務代行

ﾄｳｷｭｳｺﾐｭﾆﾃｨｰ 建物等の清掃

（株）東急コミュニティー　 施設等の保守管理

東京都世田谷区用賀４-１０-１世田谷ビジネススクエアタワー 警備

代表取締役  高橋　譲太
岐阜県岐阜市日置江１丁目５８番地
取締役副社長執行役員事業本部長  松浦　陽司

ﾃﾞﾝｻﾝｼｽﾃﾑ その他

（株）電算システム　　
岐阜県岐阜市日置江１丁目５８番地

代表取締役社長  轟　一太

  

ﾃﾞﾝｻﾝ 電算業務

（株）電算　
長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６

代表取締役  野崎　新治

  

ﾃﾄﾗｽ 建物等の清掃

(株)テトラス　 検査･分析業務

山形県山形市大字志戸田550番地 調査業務

代表取締役  髙橋　久治 下水道施設

ごみ・し尿処理施設

  

ﾃｽｺ 建物等の清掃

テスコ（株）　 業務代行

東京都千代田区西神田一丁目４番５号 上水道施設

代表取締役  中田　貢平

  

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ 写真・映画等作成

（株）デジタルアンドデザインピクチャーズ　
東京都港区六本木七丁目１８番１１号DMビル3F

代表取締役  内海　良夫 印刷

  

ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ 電算業務

（株）データホライゾン　 その他

広島県広島市西区草津新町１丁目２１番３５号広島ミクシス・ビル 計画策定

代表取締役  鼠家　和彦

  

ﾃｨｰﾍﾟｯｸ 検査･分析業務

ティーペック（株）　 その他

東京都台東区上野五丁目6番10号 福祉関連

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300081-1 020-0052 019-659-3088 40,000
019-659-3047

301573-1 020-0402 019-696-5656 10,000
019-696-5658

300934-1 110-0015 03-3836-1291 30,000
03-3836-0601

302081-1 107-0052 03-5575-7505 10,000
03-5575-0535

300062-1 100-8360 03-6213-1000 1,077,000
03-6213-1005

300320-1 651-0086 078-222-9700 363,950
078-222-9702

300204-1 112-8632 03-3943-2221 266,050
03-3943-8441

300782-1 541-0054 03-6684-1087 50,000
03-5212-6263

302047-1 150-0011 050-1751-8981 29,065,000
050-3737-2980

301858-1 192-0352 042-675-2696 30,000
042-675-6098

301718-1 963-8861 024-923-1800 336,450
024-923-1839

300316-1 327-0312 0283-62-0272 20,000
0283-62-7790

301009-1 496-0045 0567-26-5251 10,000
0567-26-6099

301397-1 540-0031 06-6943-5555 6,666,000
06-6943-5996

174-8602 03-3558-1255
03-3968-1222

東京都板橋区東坂下二丁目５番１号
本社長  淡路　克浩

ナカバヤシ（株）　東京本社 その他

大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 印刷

代表取締役  湯本　秀昭

  
ナカバヤシ 電算業務

長田広告（株）　
愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１
代表取締役  長田　一郎

  
ﾅｶﾞﾀｺｳｺｸ 広告・イベント

中里建設（株）　
栃木県佐野市栃本町１０５１
代表取締役  中里　聡

  
ﾅｶｻﾞﾄｹﾝｾﾂ 上水道施設

（株）内藤工業所　
福島県郡山市鶴見坦１－１４－５
代表取締役  小野　勘

  
ﾅｲﾄｳｺｳｷﾞｮｳｼｮ 施設等の保守管理

（株）トリアド工房　 広告・イベント

東京都八王子市大塚６３６番地の２ その他

代表取締役  伊藤　民郎

業務代行

  
ﾄﾘｱﾄﾞｺｳﾎﾞｳ 調査業務

トランス・コスモス（株）　 調査業務

東京都渋谷区東一丁目２番２０号 広告・イベント

代表取締役  奥田　昌孝 その他

  
ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ 電算業務

（株）トライグループ　
大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番14号
代表取締役  平田　友里恵

  
ﾄﾗｲｸﾞﾙｰﾌﾟ 福祉関連

（株）図書館流通センター　 その他

東京都文京区大塚三丁目１番１号 計画策定

代表取締役  細川　博史

  
ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ 電算業務

（株）ドーン　
兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号三宮グランドビル５F

代表取締役  宮崎　正伸

  
ﾄﾞｰﾝ 電算業務

有限責任監査法人トーマツ　 調査業務

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 その他

包括代表  國井　泰成 計画策定

  
ﾄｰﾏﾂ 電算業務

（株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ　 計画策定

東京都港区赤坂３－２１－２１サンワット渡邊ビル6階

代表取締役  吉村　利一

  
ﾄｰﾀﾙﾘｱﾙﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ 電算業務

（株）東洋食品　
東京都台東区東上野１－１４－４野村不動産ビル４階
代表取締役  荻久保　英男

  
ﾄｳﾖｳｼｮｸﾋﾝ 業務代行

（株）東北油化　 検査･分析業務

岩手県盛岡市黒川２２地割７７番地
代表取締役  杉山　秀史

  
ﾄｳﾎｸﾕｶ 建物等の清掃

東北公営企業（株）　 上水道施設

岩手県盛岡市中太田屋敷田１０３番地３ 下水道施設

代表取締役  柏　眞喜子 ごみ・し尿処理施設

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾄｳﾎｸｺｳｴｲｷｷﾞｮｳ 検査･分析業務

12/18 ページ



【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

302018-1 060-8539 011-280-2266 2,297,430
011-280-2727

300058-1 029-0302 0191-47-4440 18,000
0191-47-2544

302299-1 101-8688 03-3291-2121 11,933,790
03-3291-6886

400001-1 105-0023 03-3452-5801 20,000
03-3452-1626

302213-1 029-1111 0191-56-2601 10,000
0191-56-2619

400027-1 780-8015 088-831-5000 20,000
088-831-5013

300174-1 530-0028 06-6362-221 495,000
06-6362-6030

110-0015 03-3874-2060
03-3843-412

300440-1 102-0074 03-3230-6753 20,000
03-3230-6756

301292-1 340-0151 0480-43-3601 10,000
0480-43-3791

302170-1 105-7110 03-6686-8629 0
03-6215-9218

300253-1 210-0828 044-288-4896 300,000
044-299-2294

302112-1 541-0047 06-6563-7350 300,000
06-6563-7351

021-0022 0191-21-8967
0191-21-8968

300241-1 100-0004 03-6214-4615 479,995
03-6214-4602

400095-1 571-0038 06-6903-2008 30,000
06-6903-2007

  

大阪府門真市柳田町４番１７号 計画策定

代表取締役  山本　剛

  
ﾆﾎﾝｹﾝﾎﾟ 電算業務

日本健保（株）　 その他

東京都千代田区大手町１－９－２ 計画策定

代表取締役  髙橋　洋

所長  千葉　光彦
ﾆﾎﾝｹｲｻﾞｲｹﾝｷｭｳｼｮ 調査業務

（株）日本経済研究所　 その他

大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号
代表取締役  降谷　直樹
岩手県一関市五代町１０－１４

  
ﾆﾎﾝｶﾝｻﾞｲｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ 下水道施設

（株）日本管財環境サービス　東北営業所 ごみ・し尿処理施設

神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号 その他

理事長  南川　秀樹 計画策定

  
ﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｾﾝﾀｰ 検査･分析業務

（一財）日本環境衛生センター　 調査業務

東京都港区東新橋一丁目５番２号
代表取締役  吉岡　和守

  
ﾆﾎﾝｶｲｹｲｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ その他

日本会計コンサルティング（株）　

埼玉県幸手市緑台一丁目１９番１１号
代表取締役  佐藤　亮

  
ﾆﾎﾝｳｫｰﾀｰﾃｯｸｽ 業務代行

（株）日本ウォーターテックス　

東京都千代田区九段南1丁目５番１０号
代表取締役  高居　隆章

支店長  福岡　功
ﾆｯﾎﾟﾝｶﾙﾐｯｸ 建物等の清掃

日本カルミック（株）　 施設等の保守管理

大阪府大阪市北区万歳町３番７号
代表取締役  田加井　徹
東京都台東区東上野6丁目21番6号

  
ニッテン 調査業務

（株）日展　東京支店 広告・イベント

高知県高知市百石町四丁目１１番６号
代表取締役  岡﨑　敏子

  
ﾆｯｼﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 上水道施設

日進設備工業（株）　

岩手県一関市千厩町奥玉字天ヶ森７５番地６
代表取締役  小野寺　真澄

  
ﾆｯｺｰﾌｧｲﾝﾒｯｸ 廃棄物関連

ニッコー・ファインメック（株）　

東京都港区芝浦一丁目１５番１０号
代表取締役  渡辺　恵市

  印刷

ﾆﾁﾃﾞﾝﾂｳｼﾝ 電算業務

日電通信工業（株）　 施設等の保守管理

東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 その他

代表取締役  森　信介 福祉関連

業務代行

  
ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ 電算業務

（株）ニチイ学館　 調査業務

岩手県一関市東山町長坂字柴宿１７８番地２
代表取締役  那須　邦和

  
ﾅｽｺｳｷﾞｮｳｳﾝﾕ 廃棄物関連

（有）那須工業運輸　

北海道札幌市中央区北一条東三丁目３番地
代表取締役  関　崇博

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾅｶﾐﾁﾘｰｽ その他

中道リース（株）　

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300189-1 103-0012 03-6861-4451 50,000
03-6861-4455

301358-1 101-0062 03-3291-6943 100,000
03-3291-2135

301886-1 103-0014 03-3639-4911 40,000
03-3639-4913

400033-1 140-0002 03-6228-1010 90,000
03-5783-5588

300357-1 650-0024 078-325-5373 57,000
078-325-5374

301154-1 171-0021 03-5951-0244 100,000
03-5951-2974

301999-1 154-0001 03-3413-8500 50,000
03-3419-3425

300003-1 132-0033 03-5607-6001 40,000
03-5607-2681

300142-1 450-0002 052-446-7311 10,000
050-3153-7865

020-0045 019-621-5255
019-621-5256

301214-1 135-8622 03-5962-1171 6,497,551
03-3570-2397

301990-1 135-0091 03-6426-0198 25,000
03-6426-0199

301486-1 466-0027 050-5433-3090 51,000
050-6875-6860

102-0083 050-5491-4464
050-6875-6860

300162-1 310-0805 029-226-8010 10,000
029-233-3455

300598-1 240-0004 045-336-1120 20,000
045-336-1127代表取締役  脇本　実

  

ﾊｰﾍﾞｽﾄﾈｸｽﾄ 業務代行

ハーベストネクスト（株）　
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町２－１２０

代表取締役  若林　立美

  

ﾊｰﾄｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ 業務代行

（株）ハートコーポレイション　
茨城県水戸市中央二丁目６番１０号

代表取締役  平林　貴 その他

東京都千代田区&#40628;町２丁目４番地 業務代行

支店長  山田　光

ﾊｰｳﾞｪｲ 電算業務

ＨＡＲＶＥＹ（株）　東京支店 施設等の保守管理

愛知県名古屋市昭和区阿由知通１丁目５番３号 調査業務

代表取締役  秋田　昌彦

  

ﾉﾑﾗﾃｸﾉ 施設等の保守管理

ノムラテクノ（株）　 広告・イベント

東京都港区台場二丁目３番５号 写真・映画等作成

代表取締役　社長執行役員  榎本　修次 その他

計画策定

  

ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 施設等の保守管理

（株）乃村工藝社　 広告・イベント

東京都港区台場２丁目３番４号 写真・映画等作成

代表取締役  松浦　千尋
岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号
代表  藤井　文彦

ﾈｸｽﾄ-ｱｲ 調査業務

Ｎｅxt-i（株）　盛岡支店 計画策定

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５番２２号

代表取締役  町田　功

  

ニホンデンシオウヨウ 施設等の保守管理

日本電子応用（株）　
東京都江戸川区東小松川四丁目３６番５号

代表取締役  米谷 恭児

  

ﾆﾎﾝﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ 電算業務

日本テクニカル・サービス（株）　
東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号

会長  池谷　奉文 計画策定

  

ﾆﾎﾝｾｲﾀｲｹｲｷｮｳｶｲ 検査･分析業務

（公財）日本生態系協会　 調査業務

東京都豊島区西池袋二丁目３０番２０号 広告・イベント

代表取締役  山本　政和

  

ﾆﾎﾝｽｲｷﾁｮｳｻ 上水道施設

日本水機調査（株）　
兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目１番１号神戸メリケンビル３０４号

代表取締役  家近　茂

  

ﾆﾎﾝｼｽﾃﾑｹｱ 電算業務

日本システムケア（株）　 廃棄物関連

東京都品川区東品川二丁目３番１２号

代表取締役  内田　勉

  

ﾆﾎﾝｻﾝｻｲｸﾙ その他

日本サンサイクル（株）　
東京都中央区日本橋蛎殻町１-７-９

代表取締役  海瀬　光雄

  

ﾆﾎﾝｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 電算業務

（株）日本サポートサービス　 その他

東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地駿河台フジヴュービル 業務代行

代表取締役  市川　敏一

  

ニホンコクミンショク 業務代行

日本国民食（株）　
東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号ユニゾ堀留町二丁目ビル

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300726-1 450-0003 052-485-7870 40,000
052-3606-4443

301195-1 108-0014 03-3457-3000 50,000
03-3457-3001

992-0351 0238-27-1810
0238-27-0657

400098-1 024-0072 0197-71-5224 30,000
0197-71-5225

020-0132 019-656-6221
019-656-6231

301132-1 113-8415 03-3813-5522 80,000
03-3813-5710

300751-1 103-0026 03-4486-5144 490,000
03-4486-5009

400061-1 990-2437 023-645-8238 3,000

301838-1 231-0047 045-232-8516 10,000
045-232-8517

301059-1 160-0022 03-3350-7917 10,000
03-3350-7919

301947-1 160-0023 03-6863-9962 100,000
03-6846-1218

300381-1 171-0031 03-5396-3921 10,000
03-5396-4778

400017-1 312-0005 080-7000-7022 1,000
029-357-9076

300569-1 108-8507 0120-556-494 3,000,000
03-3740-5466

300747-1 101-0041 03-6214-1701 30,000
03-6214-1710

301609-1 950-3102 025-255-4161 56,000
025-255-3301

  

富士建設工業（株）　 その他

新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 業務代行

代表取締役  鳴海　利彦

  
ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 施設等の保守管理

フジキコー（株）　 検査･分析業務

東京都千代田区神田須田町２－６－５OS　８５ビル　１階

代表取締役  山本　博之

  
ﾌｼﾞｷｺｰ 施設等の保守管理

（株）フィリップス・ジャパン　
東京都港区港南二丁目１３番地３７号フィリップスビル

代表取締役社長  川水　美穂子

  
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 施設等の保守管理

（株）Beyond　
茨城県ひたちなか市新光町３８番地ひたちなかテクノセンターA２０５

代表取締役  鈴木　利勝

  
ﾋﾞﾖﾝﾄﾞ その他

（株）病院システム　 調査業務

東京都豊島区目白2丁目１６番１９号 その他

代表取締役  田中　一夫 計画策定

  
ﾋﾞｮｳｲﾝｼｽﾃﾑ 電算業務

ヒューマンリソシア（株）　 業務代行

東京都新宿区西新宿七丁目５番２５号
代表取締役  御旅屋　貢

  
ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｼｱ 電算業務

ヒューマンコム（株）　
東京都新宿区新宿１－１５－１４ＤⅡビル４Ｆ
代表取締役  黒島　華子

  
ﾋｭｰﾏﾝｺﾑ その他

(株)ビー・プラネッツ　 業務代行

神奈川県横浜市中区羽衣町3-55-1ＶＯＲＴ横浜関内ＢＬＤ5Ｆ

代表取締役  小出　隆久

  
ﾋﾞｰﾌﾟﾗﾈｯﾂ 電算業務

（株）P．R．O　ID　
山形県山形市松栄１丁目３番８号山形県産業創造支援センター　２１２

代表取締役社長  佐藤　正和

  
ﾋﾟｰｱｰﾙｵｰｱｲﾃﾞｨｰ 電算業務

（株）バリアンメディカルシステムズ　
東京都中央区日本橋兜町５番１号
代表取締役  ケネス・タン・キャオ・フア

  
ﾊﾞﾘｱﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 施設等の保守管理

パラテクノ（株）　 その他

東京都文京区本郷5丁目28番3号
代表取締役  中沢　淳一

岩手県盛岡市西青山２－２０－５２
事業部長  熊谷　健

ﾊﾟﾗﾃｸﾉ 施設等の保守管理

（株）はなだ　クラウドソリューション事業部
岩手県北上市北鬼柳３地割１１７番地１
代表取締役  花田　晶

山形県東置賜郡高畠町大字高畠７９１大町ハイツ１号棟

東北支店長  鈴木　紀之
ﾊﾅﾀﾞ 電算業務

葉隠勇進（株）　東北支店 業務代行

東京都港区芝四丁目１３－３PMO田町東１０F
代表取締役  大隈　太嘉志

  
ﾊｶﾞｸﾚﾕｳｼﾝ その他

バイザー（株）　
愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号
代表取締役  井上　正巳

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

バイザー 電算業務
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301332-1 105-0004 03-5400-6111 440,646
03-5400-6122

300723-1 211-0012 03-5747-9100 9,401,750
03-5435-3220

300387-1 950-0943 025-250-6900 30,000
025-250-6901

300821-1 464-8567 052-732-8021 330,000
052-732-8090

141-0031 03-5434-7761
03-5434-7762

301194-1 141-0031 03-4530-4848 100,232
03-4530-4865

302132-1 103-0022 03-3516-8777 0
03-3516-8778

300561-1 101-0003 03-5276-8200 10,000
03-5276-8201

300192-1 700-8686 086-225-1100 3,000,000
086-235-2258

160-0023 042-356-0127
042-356-7120

302279-1 100-0004 03-6870-3800 1,527,729
03-6870-2701

300906-1 104-8104 03-3562-7654 80,000
03-3562-2614

300958-1 330-0844 048-631-0230 9,100
048-642-8620

400010-1 163-1435 03-5333-6025 10,000
03-3320-0254

300859-1 170-0005 03-5391-2500 21,400
03-5391-2506

300338-1 950-0911 025-240-8700 10,000
025-240-8710

  

新潟県新潟市中央区笹口二丁目１２番地１０ 印刷

代表取締役  伊田　博

  
ﾏｲｼｽﾃﾑ 電算業務

（株）マイシステム　 施設等の保守管理

東京都豊島区南大塚三丁目30番4号ウィステリア大塚ビル

代表取締役  牧田　亮

  
マーケティングセンター 電算業務

（株）マーケティングセンター　 調査業務

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号
代表取締役  宮本　大樹

  
ﾎﾞｼﾓ 電算業務

母子モ（株）　

埼玉県さいたま市大宮区下町２丁目１６番地１ＡＣＲＯＳＳ８階

代表取締役  安井　康真

  
ﾎﾞｰﾀﾞｰﾘﾝｸ 業務代行

（株）ボーダーリンク　

東京都中央区銀座１丁目１０番１号 その他

代表取締役社長  東島　俊一

  
ﾎｳｹﾝ 電算業務

（株）法研　 広告・イベント

東京都千代田区大手町二丁目６番２号
代表取締役社長  白石　徳生

部長  小柳　博崇
ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄﾜﾝ 福祉関連

(株)ベネフィット・ワン　

岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号
代表取締役  小林　仁
東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビルディング

  
ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 調査業務

（株）ベネッセコーポレーション　小中学校事業部 その他

東京都千代田区一ツ橋二丁目５番５号岩波書店一ツ橋ビル

代表取締役  矢野　和之

  
ﾌﾞﾝｶｻﾞｲﾎｿﾞﾝｹｲｶｸｷｮｳｶｲ その他

（株）文化財保存計画協会　

東京都中央区日本橋室町4丁目3番18号東京建物室町ビル8階

代表取締役  榊　彰一

  
ブロードリンク 電算業務

（株）ブロードリンク　 廃棄物関連

東京都品川区西五反田８丁目９番５号 業務代行

代表取締役社長  坂巻　一樹

支店長  川崎　順一
ﾌﾙｷｬｽ 電算業務

（株）フルキャスト　 調査業務

愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号
代表取締役社長  渡邉　英治
東京都品川区西五反田八丁目７番１１号アクシス五反田ビル６Ｆ

  
ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ 電算業務

（株）フューチャーイン　東京支店

新潟県新潟市中央区女池神明３丁目１３番地８
代表取締役社長  小竹　仁

  
ﾌｼﾞﾛｰﾄﾞ 施設等の保守管理

（株）フジロード　

神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２
代表取締役社長  小林　俊範

  
ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ 電算業務

（株）富士通エフサス　

東京都港区新橋五丁目３２番７号
代表取締役  中村　勝彦

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾌｼﾞｻﾝｷﾞｮｳ 業務代行

富士産業（株）　

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

301607-1 135-8482 03-3642-8181 1,000,000
03-3643-7094

302302-1 163-0558 03-3345-0811 3,559,206
03-3345-2708

300697-1 530-0004 06-6344-2700 70,000
06-6344-2701

100-0011 03-6206-6900
03-6206-6901

301855-1 910-0393 0776-67-8005 112,243
0776-67-8024

400014-1 108-0014 03-3457-1101 46,500
03-3457-1105

301496-1 100-8117 03-5252-5325 119,457,924
03-5252-5340

029-0302 0191-47-3131
0191-47-4090

300593-1 150-0022 03-5768-0821 15,000
03-3716-8650

301615-1 460-0017 052-322-0071 20,000
052-322-0130

300351-1 540-0025 06-6946-1128 11,000
06-6946-9088

301058-1 107-0052 03-6234-7600 1,000,000
03-6234-7609

300195-1 111-0033 03-3842-1621 80,000
03-3845-1766

300479-1 105-0004 03-5776-1155 50,000
03-3434-1875

300680-1 418-0111 0544-58-1780 10,000
0544-58-1781

300299-1 135-0016 03-6803-6221 100,000
03-6803-6222代表取締役  西村　志郎 写真・映画等作成

その他

  計画策定

ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 電算業務

（株）ＵＲリンケージ　 調査業務

東京都江東区東陽二丁目4番24号 広告・イベント

代表取締役  山本　文洋

  

ﾔﾏﾓﾄ その他

（株）ヤマモト　
静岡県富士宮市山宮２３４４番地

代表取締役  津田　健司

  

ﾔﾏﾄｿｯｷｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 電算業務

（株）大和速記情報センター　 業務代行

東京都港区新橋５丁目１３番１号

代表取締役  森　健輔

  

ﾓﾘﾍｲﾌﾞﾀｲｷｺｳ 施設等の保守管理

森平舞台機構（株）　
東京都台東区花川戸二丁目１１番２号

代表取締役  岡田　泰紀

  

ﾒﾌｫｽ 業務代行

㈱メフォス　
東京都港区赤坂2丁目23番1号ｱｰｸﾋﾙｽﾞﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ18F

代表取締役  小島　啓太

  

ﾒﾃﾞｨﾌﾞﾚｰﾝ 電算業務

（株）メディブレーン　 その他

大阪府大阪市中央区徳井町二丁目４番１４号 業務代行

代表取締役  小池　武史 その他

計画策定

  印刷

ﾒｲﾎｳ 電算業務

（株）名豊　 調査業務

愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 広告・イベント

代表取締役  福山　裕文

  

ﾑｰﾋﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ その他

（株）ムービーマネジメントカンパニー　
東京都渋谷区恵比寿南１丁目１番１０号サウスコラム小林ビル８F

代表執行役  小野　直樹
岩手県一関市東山町長坂字羽根堀５０番地
工場長  辻　和秀

ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙ 廃棄物関連

三菱マテリアル（株）　岩手工場
東京都千代田区丸の内三丁目２番３号

代表取締役  大隈　太嘉志

  

ﾐﾂﾊﾞｺﾐｭﾆﾃｨ その他

（株）みつばコミュニティ　
東京都港区芝４丁目１３番地３号PMO田町東１０F

代表取締役社長  後　淳也

  

ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 電算業務

三谷コンピュータ（株）　 印刷

福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３

代表取締役  柾木　隆弘
東京都千代田区内幸町一丁目３番３号内幸町ダイビル803

支店長  山崎　慶祐

ﾐｻﾞｯｸ 下水道施設

ミザック（株）　東京支店
大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号アクア堂島ＮＢＦタワー１７階

代表取締役  松田　芳明

  

ﾏﾂﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 廃棄物関連

松田産業（株）　
東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号

代表取締役　社長執行役員  前川　真

  

ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ 施設等の保守管理

（株）前川製作所　
東京都江東区牡丹３－１４－１５

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）
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【５０音順】 【県外】
電 話 番 号 資本金

F A X 番 号 [千円]

300215-1 607-8454 075-581-0835 10,000
075-581-1809

302079-1 330-0846 048-650-0001 8,000
048-65-0002

300211-1 102-0072 03-3288-0099 10,000
03-3288-0097

300816-1 215-0007 090-9647-9884 2,000
044-954-8684

302209-1 101-0035 03-5298-1788 30,000
03-5298-1789

300403-1 192-0918 042-632-1131 30,000
042-632-1140

301172-1 100-6640 03-6835-3000 350,000

300478-1 100-6640 03-6835-1000 150,000

300335-1 243-0003 046-295-0831 48,800
046-295-0834

301852-1 700-8504 086-264-0113 300,000
086-264-1159

400025-1 100-0004 03-5220-8573 50,000
03-4570-5206

301798-1 990-0023 023-641-4667 60,000
023-641-8095

300668-1 380-0815 026-232-1145 10,000
026-232-1190

400106-1 100-0004 03-5319-1343 123,480
03-5319-1201

  

（株）Ｙ４．ＣＯＭ　 福祉関連

東京都千代田区大手町１丁目５番１号大手町ファーストスクエアイーストタワー４階

代表取締役  安嶋 幸直

  
ﾜｲﾌｫｰﾄﾞｯﾄｺﾑ その他

ワイズ公共データシステム(株)　
長野県長野市田町２１２０－１
代表取締役  松村　清

  
ﾜｲｽﾞｺｳｷｮｳﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ 電算業務

（株）ＹＣＣ情報システム　
山形県山形市松波四丁目5番12号
代表取締役  朝井　正夫

  
ﾜｲｼｰｼｰｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 電算業務

（株）LEOC　
東京都千代田区大手町１丁目１番３号大手センタービル１６階

代表取締役  森井　秀和

  
ﾚｵｯｸ 業務代行

（株）両備システムズ　
岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号
代表取締役  松田　敏之

その他

  計画策定

ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 電算業務

（株）流通研究所　 調査業務

神奈川県厚木市寿町一丁目４番３－２号 広告・イベント

代表取締役  村上　充 写真・映画等作成

その他

  計画策定

ﾘｭｳﾂｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 電算業務

（株）リクルートライフスタイル　 調査業務

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 広告・イベント

代表取締役社長  淺野　健 写真・映画等作成

その他

  計画策定

ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 電算業務

（株）リクルート　 調査業務

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 広告・イベント

代表取締役社長  北村　吉弘 写真・映画等作成

  
リクルート 電算業務

リオンサービスセンター（株）　 施設等の保守管理

東京都八王子市兵衛二丁目２２番２号
代表取締役  瀬下　正明

  
ﾘｵﾝｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 電算業務

Library Contents Service（株）　
東京都千代田区神田紺屋町20番地1神保ビル３階
代表取締役  南　誠

  
ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝﾃﾝﾂｻｰﾋﾞｽ 業務代行

ライトプレイン合同会社　 写真・映画等作成

神奈川県川崎市麻生区向原２丁目２６番７－４２１号
代表社員  川村　総一

  
ﾗｲﾄﾌﾟﾚｲﾝｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ 広告・イベント

（株）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

代表取締役  戸田　その子

  
ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 印刷

（弁）ライズ綜合法律事務所　
埼玉県さいたま市大宮区大門1-1ミナトビル5階
代表社員  田中　泰雄

  
ﾗｲｽﾞｿｳｺﾞｳﾎｳﾘﾂｼﾞﾑｼｮ 業務代行

（株）吉田生物研究所　
京都府京都市山科区厨子奥苗代元町３１
代表取締役  吉田　浩一

業者
番号

本　　市　　と　　の　　契　　約　　先 希　望　部  門

物品調達等に係る競争入札参加資格承認者名簿（令和4年4月1日現在）

ﾖｼﾀﾞｾｲﾌﾞﾂｹﾝｷｭｳｼｮ その他
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